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次の要項のとおり、「横浜市鶴見区地域医療介護連携ネットワークシステムの構築・運用に係

る業務請負」に係る公募型企画競争を実施します。 



横浜市鶴見区地域医療介護連携ネットワークシステムの構築・運用に係る業務請負 
募集要項 

 
１ 目的 
  横浜市鶴見地区において、「ICT を活用した地域医療介護連携」を実現し、住民に対して

質の高い医療と介護を提供していくため、社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生

会横浜市東部病院（以下「東部病院」という。）は、当該システムの開発、参加予定各施設

との接続、接続に係る各種調整、全参加施設間で患者情報を集積・共有できる環境の構築、

連携が安全かつ効率的に推進できるルールづくり等を進めるため、広く提案を受ける公募

型企画競争による業者選定を実施します。 
 
２ 業務の名称 
  横浜市鶴見区地域医療介護連携ネットワークシステムの構築・運用に係る業務請負 
 
３ 履行場所 
  〒230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉 3-6-1 
  社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 
 
４ 業務期間 
  契約締結日から 2019 年２月 28 日 
 
５ 業務の内容 
  別紙１仕様書のとおり。 
  概算業務価格（上限）は 45,000 千円（税込）です。 
  なお、提案書提出時には参考見積書を提出するものとします。 
 
６ 応募者の参加資格及び要件 
  書類提出時において、必要な資格は以下(１)から(９)をすべて満たすものとします。 

(1) 応募者は、仕様書すべての業務が実施可能な企業であること。なお、契約の相手方は

単独企業とするが、複数企業による共同提案は可とする。 

(2) 2013年度以降、公募型企画競争参加資格確認申請書の提出期限までに都道府県、 

  政令指定都市、東京都特別区を対象とした地域医療介護連携ネットワークシステムの構

築あるいは構築支援の実績が１件以上あること。 

(3) 本事業は、総務省の「地域 IoT実装推進事業」及び、横浜市の「横浜市 EHR構築支援

補助事業」補助対象事業となっていることから、これらの補助事業の内容をよく熟知し、

必要な諸手続きについて対応できること。詳細は次の資料を参照されたい。 
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（参考１）「情報通信技術利活用事業費補助金（一般会計）交付要綱(改正 平成 30年 3月 28

日 総情地第 19号)」【別添 情報通信技術利活用事業費補助金(一般会計)交付要綱】 

  http://ww.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000163.html 

（参考２）横浜市医療局ホームページ「横浜市 EHR構築補助事業執行支援委託実施要領 

     http://www.city.yokohama.lg.jp/iryo/ict/04gyoumusetumeisiryo.pdf 

(4)  横浜市と請負者が連携協定を締結できること。なお、詳細については今後関係者間で

協議していくこと。 

(5) 構築に当たっては、横浜市のガイドラインを全て満たすこと。 

（参考）横浜市ホームページ「ICTを活用した地域医療連携ネットワーク推進に向けた取組」 

http://www.city.yokohama.lg.jp/iryo/ict/giideline/ 

(6) 東部病院では、今後、横浜市ガイドラインの実証に協力する想定であるため、それに協 

力できること。なお、開発等に係る経費は、研究開発投資として取り組めること。 

(7) 本業務を受託するに当たり、関係法令等を順守して業務を遂行する事。 

  (8) 「暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律」（平成 3 年法律第 77 号）に 

規定するところの暴力団、準構成員またはその関係者でないこと。  

(9)  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てをしていない

者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てをして

いない者。なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法

に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続き開始の決定がなされた後

において当局の参加資格の再認定を受けている者（再認定後の競争参加資格による）。 

 

７ 仕様書及び申請書類の交付 

  次のとおり、「横浜市鶴見区地域医療介護連携ネットワークシステムの構築・運用に係る

業務請負 要求仕様書」及び申請に必要な書類を交付します。 

(1) 交付期間 

   2018 年 10 月 11日（木）午後３時から 2018年 10月 19日（金）の午後３時まで。 

（土日祝日及び平日の午後５時以降又は午前９時以前は受け付けない。） 

 (2) 交付場所 

  社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 １階  

地域医療連携室 

    〒230-0012 横浜市鶴見区下末吉 3-6-1 

    電話 045-576-3000  FAX045-576-3525 ※なお、郵送等での交付は行わない。 

 

８ 公募型企画競争参加申請 

  企画提案に参加を希望する者は、次のとおり申請してください。 
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 (1) 受付期間 

    2018 年 10月 15 日（月）午前９時から 2018年 10月 23 日（火）の午後１時まで。 

（土日祝日及び平日の午後５時以降又は午前９時以前は受け付けない。） 

 (2） 提出書類 

   ① 公募型企画競争参加資格確認申請書（様式１） 

   ② 秘密保持に関する誓約書（様式２） 

   ③ 会社概要（様式３） 

   ④ 地域医療介護連携ネットワークシステム構築（支援）受託業務実績一覧（様式４） 

 (3) 提出方法 

    持参に限る。受付時間は８(1)記載のとおり。 

(4) 提出場所 
    ７(2)記載のとおり。 
 
９ 質問及び回答 

(1) 提出書類提出方法 

質問書（様式５）に質疑内容を明記の上、メールで送信してください。 

(受付期間：2018年 10月 15日（月）午前９時から 2018年 10月 23日（火）午後５時

まで） 

(2) 提出先 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 １階 

地域医療連携室 室長 多田 

   E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ renkei@tobu.saiseikai.or.jp 

(3) 質問書の回答 

   2018年 10 月 24日（水）午後５時までに、参加業者全員に電子メールで回答します。 
 
10 企画競争参加許可 

参加申請の結果については、2018 年 10 月 23 日（火）午後５時までに、順次入札担当

者情報に記載の E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽに電子メールにより通知します。 
  ただし、参加資格「有」とした場合でも、開札後、改めて資格を確認し、資格の確認が

できた場合のみ、第一優先交渉権者として決定しますので注意してください。 
 
11 企画提案書等の提出 
(1) 提出書類 

①  システム構築・運用業務の企画提案書 15部 

  別途交付する「鶴見区地域医療介護連携ネットワークシステム構築・運用に係る業

務請負 要求仕様書」を確認し、以下の内容について項目ごと、所定の様式（6～6-8）
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を用いて提案してください。 

なお、様式はＡ４版・縦型・横書き・左綴じとし、枚数は項目ごとに２頁以内（２頁 

の場合は両面印刷で１枚に集約）とします。 

項目 概要 提出様式 

１ 提案における全体像 
提案の全体像及び、契約締結日以降の業務

スケジュールについて説明すること。 
様式6-1 

２ 体制図・統括窓口責任

者・窓口責任者 

当業務の遂行にあたっての体制及び、統括

窓口責任者と窓口責任者にあたる者の実行

支援・コンサルティング業務実績について

説明すること。 

様式6-2 

３ 具体的業務 

① PM0（※） 全体進捗管理について説明すること。 様式6-3 

②設計･開発 
システムの全体計画、設計・開発・導入に

ついて説明すること。 
様式6-4 

③運用 
運用計画、具体的なルールの概要等のイメ

ージが分かるよう説明すること。 
様式6-5 

④プロモーション 

参加施設勧誘の実施、システム導入時の教

育や施設運用支援、同意患者(住民)獲得施

等について説明すること。 

様式6-6 

⑤協議会（法人）設立準

備支援 

法人化に向けた支援について説明するこ

と。 
様式6-7 

４ 横浜市ガイドラインと

の適合 

提案する内容と横浜市ガイドライン

との適合性について説明すること。 
様式 6-8 

（※）ＰＭＯ（プログラムマネジメントオフィス） 

組織内における個々のプロジェクトマネジメントの支援を横断的に行う部門や構造システムを言い

ます。 一般的には、「業務の支援」「プロジェクト間のリソースやコストの各種調整」「その他付随す

るプロジェクト関連管理業務」などです。 

 

② 見積書（様式７－１～７－２） 15部 

当業務を実施するにあたり、必要な経費全てを含めた合計額を消費税抜きで記載す

ること。また、内訳の明細を別添で添付すること。 

③ 委任状（様式８－１～８－３） 

    委任状の取り扱いについては別紙「使用する「委任状」様式イメージ図」による。 

 

 (2) 提出方法 

    持参に限る。 
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 (3) 提出場所 
〒230-0012 横浜市鶴見区下末吉 3 丁目 6 番 1 号 
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院  
１階 地域医療連携室    電話：045-576-3000 

 (4) 提出期間 
    2018 年 10 月 17 日（水）午前９時から 2018 年 10 月 25 日（木）午後５時まで  
    提出書類は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名（法人の場合はその名称又は商

号）及び「横浜市鶴見区地域医療介護連携ネットワークシステムの構築・運用に係る業

務請負企画提案書在中」と朱書してください。 
 
12 公募型企画競争の辞退 
  当公募型企画競争の参加許可を受けた者が、「提案書の提出」を辞退する場合には、速や

かに辞退届（様式９）を提出すること。なお、辞退届の提出後は、当該辞退届を撤回する

ことはできません。 
(1) 提出場所 

  〒230-0012 横浜市鶴見区下末吉 3 丁目 6 番 1 号 
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院１階 地域医療連携室 
電話：045-576-3000 

 
13 業務請負者の選定方法 
  優先交渉権者の選定は、参加資格を満たした者を対象に業務提案内容と見積金額の評 
 価を行い、最も評価の高い者を第一優先交渉権者として選定します。 

 
14 審査方法 
 書類審査を行った後、公募型企画競争審査会において、企画提案説明会（プレゼンテー 
ション及びヒアリング）を実施し、提案内容、見積金額等を総合的に審査します。 
 

15 公募型企画競争審査結果の通知 
  公募型企画競争審査の結果については、2018 年 10 月 30 日(火）以降、参加者全員に通

知文書を発送します。 
 
16 契約締結 
  優先交渉権者の決定後、優先交渉権者と業務内容の調整を行い、業務請負仕様書と費用

を確定し、契約締結の手続きを行います。 
 
 

5 
 



17 問い合わせ先 
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 
顧客サービス課長 小川 〒230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉三丁目 6 番 1 号 
電話：045-576-3000 FAX：045-576-3525（代） 
e-Mail：E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ renkei@tobu.saiseikai.or.jp 
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