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一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 

Web サイトリニューアル及び保守・運用に関する業務委託 

公募型企画提案（プロポーザル競技）実施要領 

 

本実施要領は、一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院（以下「当院」という。）

Web サイトリニューアル及び保守・運用に関する業務委託について、公募型企画提案（プロポー

ザル競技）による受託者の選定に必要な事項を定めるものとする。 

1 業務の概要 

(1) 業務名 

一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 Web サイトリニューアル及び保守・

運用に関する業務 

(2) 経緯 

当院 Web サイトは、開院以来８年目を迎えて情報量が増え、開設当初のコンセプトとは

異なる運用や情報配置が見られるようになり、必要な情報にアクセスしにくい状況になっ

ている。また、スマートフォンからのアクセスが多数派となっている中、特にスマートフ

ォンサイトにおけるユーザビリティの改善は喫緊の課題である。SNS とも連携して、当院の

活動や役割を Web サイト利用者に理解してもらい、当院に関わる全ての利用者（患者・医

療関係者・求職者）と円滑かつ良好な関係を築くことによる当院の安定的な経営を目指し、

Webサイトのリニューアルを行うものである。 

(3) 契約形態 

公募型企画提案（プロポーザル競技）により決定した優先交渉権者の提案内容を総合的

に判断し、当院と業務委託契約を締結する。 

(4) 業務内容と提案上限額（消費税及び地方消費税を含む） 

 Webサイトリニューアル   4,000千円（注 1） 

 英語版 Webサイト制作     200千円 

 病院パンフレット制作   1,000千円 

 保守・運用        500千円（注 2） 

 （注 1）病院ホームページ及び初期臨床研修医募集サイトを含む。 

 （注 2）サーバレンタル料・SSL証明書関連費用・ドメイン使用料等を含む。 

 (5) 契約期間（予定） 

Webサイトリニューアル   契約締結日から令和５年３月 31日まで 

英語版 Webサイト制作   契約締結日から令和５年３月 31日まで 

 病院パンフレット制作   令和５年４月１日から令和５年４月 30日まで 

 保守・運用      令和５年４月１日から令和６年３月 31日まで 

なお、契約にあたっては、毎年３月に開催される一般財団法人新潟県地域医療推進機構

臨時評議員会において次年度の収支予算が承認されることが条件となる停止条件付契約と

なる点に留意すること。 

 

2 参加資格要件及び失格事項 
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(1) 参加資格要件 

ア 新潟県からの指名停止措置を現に受けていない者であること。 

イ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条第１項の規定に基づく更正手続きの開始の

申立てをした者でないこと。又は同条第２項の規定に基づく更生手続き開始の申立てをさ

れた者でないこと。 

ウ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条第１項の規定に基づく再生手続き開始の申

立てをした者でないこと。または同条第 2項の規定に基づく再生手続き開始の申し立てをさ

れた者でないこと。 

エ 会社法（平成 17年法律第 86号）第 475条若しくは第 644条の規定に基づく清算の開始又

は破産法（平成 16年法律第 75号）第 18条若しくは第 19条の規定に基づく破産手続き開始

の申立てがされた者でないこと。 

オ 新潟県暴力団排除条例（平成 23年新潟県条例第 23号）第２条に定める暴力団、暴力団員

又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。 

カ 病床数 200床以上の病院ホームページの構築の実績が過去５年以内に１つ以上あること。 

キ 仕様書等の内容を理解し、業務内容を熟知した上で、企画提案に参加できること。 

(2) 失格事項 

次のいずれかに該当したときは、本手続きに関する資格を失う。 

ア 企画提案書等の提出日、提出場所、提出方法等が本要領に適合しないとき 

イ 企画提案書等が指定した構成に適合しないとき 

ウ 企画提案書等に虚偽の内容が記載されていることが判明したとき 

エ 上記２(1) 参加資格要件を満たしていないことが判明したとき 

オ その他不正な行為があったとき 

 

3 参加表明 

本件公募型企画提案（プロポーザル協議）への参加を希望する事業者（以下「企画提案者」と

いう。）は、後記(1)提出書類を提出するものとする。 

(1) 提出書類 

ア 公募型企画提案参加申請書（様式１）  

イ 誓約書（様式２） 

ウ 受託実績表（様式３） 

(2) 提出部数 

  １部 

(3) 提出方法 

 持参又は郵送により提出すること。（電子メールでの提出は不可。） 

(4) 提出期限 

 令和４年 11月 21日（月） 17時 15分まで 【郵送の場合は、必着のこと】 

 （持参の場合は、月曜日から金曜日までの 8時 30分から 17時 15分まで） 

(5) 提出先 

 一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 事務部総務課総務係 



3 

 

4 質問及び回答 

(1) 質問の方法 

後記(2)の質問書受付期間に「質問書（様式 4 ）」に質問事項を記載の上、後記(3)提出先

に電子メールにより提出し、電話により電子メールを送信した旨の連絡を行うこと。 

(2) 質問書受付期間 

令和４年 11月 10日（木）から令和４年 11月 17日（木） 17時 15分まで 

(3) 提出先 

一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 事務部総務課総務係 

電子メール ukb-soumu@ncmi.or.jp 電話番号 025-777-3200（代表） 

(4) 回答方法 

令和４年 11月 21日（月）までに、質問のあった電子メールアドレスあてに回答する。 

(5) その他 

ア 質問者の名称等については公表しない。 

イ 審査に関する質問については回答しない。 

ウ 質疑応答事項は、とりまとめて全参加申請者へ配布する。 

エ 原則として、回答後の再質問は認めない。 

 

5 企画提案書等の提出 

企画提案書は、企画提案者１者につき１点の提出とし、その構成等は後記(1)企画提案書の構成

のとおりとする。なお、提出期限以降の見積書の金額訂正、書類の差し替え、追加提出は認めな

い。 

(1) 企画提案書の構成 

ア 体裁 

Ａ４版・横書き両面で作成し、図面等補足資料がＡ３版の場合はＡ４サイズとなるよう折

り込むものとする。 

イ 表紙 

表紙は、題名に「一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 Web サイトリニュー

アル及び保守・運用に関する業務委託に関する公募型企画提案（プロポーザル競技）」と記述

し、提出日、企画提案者名も記述すること。 

ウ 目次 

章、節、項について、目次を作成し、参照先の頁番号を記述すること。 

エ 本編 

 ・ 企画提案書については、仕様書の内容を踏まえ、次の①～⑦に従い業務を遂行するた

めの具体的な手法を記述すること。 

① 実施方針 

② 業務体制 

③ サイト構造設計及びデータ移行方針 

④ デサイン案（PC 及びスマートフォンサイトのトップページ及び任意の遷移先ペー

ジ） 

⑤ システム環境構築、保守・運用 

mailto:ukb-soumu@ncmi.or.jp
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⑥ スケジュール 

⑦ 仕様書以外の有益な提案 

・ 企画提案書は、情報システム専門家以外の者でも理解できるよう、日本語で十分に分

かりやすい記述をすること。また、イメージ図を挿入するなど、より理解しやすくなる

工夫をすること。なお、必要に応じて用語解説などを記述すること。 

・ 企画提案書には、病院パンフレットのラフページ構成を縮小レイアウトで表示するこ

と。 

・ 「仕様書」の内容は、実現必須要件であるため、十分留意すること。 

・ 本編の各頁には、頁番号を記述すること。 

オ 構成 

・ 項目番号の付け方は、企画提案者側で適宜設定して差し支えない。 

・ 企画提案書は 20頁を上限とし、要点を明確に記述すること。 

・ 所定の書式に従っていないなど、提出書類に不備がある場合は、失格とする場合があ

るので留意すること。 

(2) 提出書類と提出部数 

ア 企画提案書 10部、電子媒体１部 

イ 見積書（様式５） 10部 

ウ 見積明細書（様式６） 10部 

エ Adobe XD等による Web、スマートフォンサイトのプロトタイプ（任意） 

オ パンフレット原寸製本ラフ 1部 

(3) 提出方法 

持参または郵送により提出すること。 

※電子メールでの提出は受け付けない。 

(4) 提出期限 

令和４年 12月 13日（火） 17時 15分 

（持参の場合は、月曜日から金曜日までの 8時 30分から 17時 15分まで）  

(5) 提出先 

一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 事務部総務課総務係 

(6) 企画提案の辞退 

参加表明後に企画提案を辞退する場合は、「参加辞退届（様式７）」を持参又は郵送により

提出すること。提出期限は、令和４年 12月 13日（火） 17時 15分までとする。 

 

6 審査方法 

提出された企画提案書は、一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 Web サイトリニ

ューアル及び保守・運用に関する業務委託に係る企画提案審査委員会（以下「審査委員会」とい

う。）において審査する。 

(1) 書類審査 

審査基準に従い、審査を行う。なお、企画提案書に指定した記載項目が１項目でも記述さ

れていない場合は、失格とする。 

(2) プレゼンテーション・ヒアリングの実施 

プレゼンテーション・ヒアリングを下記のとおり実施する。 



5 

ア 実施予定日 

令和４年 12月 16日（金）14時～ （※日程は変更される場合があります。） 

イ 実施場所 

 魚沼基幹病院１階 講堂（※場所は変更される場合があります。） 

ウ 開始時間 

当日の開始時間等詳細については、公募型企画提案参加申請書を提出した事業者に別途

通知する。 

エ 所用時間の内訳 

・ 準備     7分 

・ 企画提案プレゼンテーション  20分 

・ 企画提案ヒアリング   10分 

・ 片付け     3分 

オ 実施方法 

・ プレゼンテーション・ヒアリングは、提出された企画提案書をもとに行う。（企画提案

書以外の資料の使用・配布は認めない。） 

・ プレゼンテーションは、本業務に配置される責任者及び実務担当者が行うこと（参加

人数は３名以内）。 

・ プロジェクター及びスクリーンは当院が準備するが、これ以外は参加者が持参するこ

と。 

(3) 審査基準 

 ア 企画提案書の評価項目及び配点 

 

 イ 評価点の合計が同点の場合 

  ・ 「本業務に対する総合的な提案力」が高いものを上位とする。 

評価項目 主な評価の視点 配点 

1 本業務に対する総合

的な提案力 

・一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院の

役割・特色、コンセプトが利用者に伝わるように表現されている

か。 

・リニューアルの目的を理解し、最善の提案をしているか。 

30 

2 デザイン ・トレンドを意識した構成となっているか 

・提示したキーワードが表現されているか 

・一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院

のイメージが高まる提案となっているか 

20 

3 サイト構成 ・ユーザビリティの向上に配慮しているか 

・利用者の属性に応じたわかりやすい構成となっているか 

20 

4 CMS ・明確な権限付与が設定できるか 

・HTML 等の知識がなくても簡単に操作ができるか 

・SEO 対策等の工夫がなされているか 

 15 

5 アクセシビリティ ・アクセシビリティ向上のための工夫がなされているか 5 

6 運用支援 ・迅速かつ正確性が担保できる提案となっているか 5 

7 提案金額 ・提案内容に対して妥当な金額となっているか 5 

合計点  100 
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   ・ 「本業務に対する総合的な提案力」の評価点が同点の場合は、「デザイン」の評価点が

高い者を上位とする。 

(4) 審査委員による審査及び優先交渉権者の決定 

審査委員は、書類審査及びプレゼンテーション・ヒアリングによる審査を行い、審査委員

会に諮った上で優先交渉権者を決定する。 

(5) 審査結果の通知 

審査結果は、12月 23日（金）までに企画提案者に通知する。 

(6) その他 

審査委員会の審査内容、得点等の審査に関する事項は全て非公開とする。また、審査結果

に対する異議申し立てはできないものとする。 

 

7 契約 

(1) 当院と優先交渉権者は、提出された企画提案書及び見積書の価格を基に協議を行い、業務

委託契約を締結する。なお、確定後は積算書を当院に提示することとする。協議が整わない

場合、又は契約締結時までに優先交渉権者が失格事項に該当した場合は、得点により順位づ

けられた上位の者から順に契約交渉を行う。 

(2) 企画提案書に記載された事項は、当院が提示する仕様書と合わせて、契約時の仕様書とし

て取り扱う。ただし、本業務の目的を達成するために修正すべき事項があると当院が判断し

た場合は、当院と企画提案者との協議により項目の追加、変更又は削除、金額等の変更を行

うことがある。 

(3) 企画提案書に記載された事項が履行できなかったときは、契約金額の減額又は損害賠償請

求等を行うものとする。 

 

8 その他留意事項 

(1) 提案のための費用は、企画提案者の負担とする。 

(2) 提出された企画提案書等は返却せず、当院で処分する。 

(3) 企画提案書等に含まれる著作物の著作権は、企画提案者に帰属する。 

(4) 応募者 1者につき、参加申込み及び提案は 1つとする。 

(5) 企画提案書等を提出した会社名等は公表することがある。 

(6) 本要領に定めのない事項及び本要領に疑義が生じた場合は、協議により定める。 
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9 スケジュール（予定） 

実施要領の公表（公募開始、仕様書公開） 令和４年 １１月１０日（木） 

公募型企画提案参加申請書等提出期限 令和４年 １１月２１日（月） 

質問書受付期間 令和４年 １１月１０日（木）から 

１１月１７日（木） 

質問書に対する回答 令和４年 １１月２１日（月）  

企画提案書等提出期限 令和４年 １２月１３日（火） １７時１５分 

プレゼンテーション・ヒアリング 令和４年 １２月１６日（金） １４時～ 

審査結果通知 令和４年 １２月２３日（火）  

優先交渉権者との委託契約締結 令和４年 １２月下旬  

サイト制作、検証作業等 令和５年１月から令和５年３月下旬 

サイト本稼働 令和５年３月３１日 

 

10 問い合わせ先 

〒949-7302 

新潟県南魚沼市浦佐 4132 番地 

一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 事務部総務課総務係 平川 

電話 025-777-3200 ㈹  FAX 025-777-2811 

電子メール ukb-soumu@ncmi.or.jp 


