
越前市国民健康保険特定健康診査・健康診査等（集団健診）業務に係る

公募型プロポーザル実施要領

１ 実施の目的

  この要領は、越前市が公民館等において実施する集団健診について、安全で円滑な健診業務

の遂行、継続的な健診受診の推進、適正な健診費用の設定等を図るため、その実施事業者をプ

ロポーザル（企画提案）方式により募集し、決定することを目的とする。

２ 業務の概要

 （１）業務名  越前市国民健康保険特定健康診査・健康診査等（集団健診）業務

 （２）業務場所 市内公民館等、市の指定する会場

 （３）業務内容 別添仕様書のとおり

 （４）業務期間 ア 業務委託期間  契約締結日から令和７年３月３１日まで

         イ 健診実施期間  各年度５月から翌年２月まで

 （５）契約限度額  令和４年度 ２７，４２０千円

           令和５年度 ２７，４２０千円

           令和６年度 ２７，４２０千円

 （６）契約形態 ３か年の複数年契約

 （７）契約条件 受託候補者を特定した場合は、再度見積書を徴し、予定価格の範囲内であれ

ば、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約を締

結するものとする。

 （８）契約保証金 越前市契約規則第２５条及び第２６条の規定に基づく。

３ 参加要件

  本件に参加しようとする者は、厚生労働省令第１５７号の実施基準に基づく特定健康診査・

健康診査等を実施することが可能で、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

 （１）過去５年以内において、自治体が発注した特定健康診査・健康診査の実績があること。

 （２）過去５年以内において、自治体が発注した肝炎ウイルス検査（ＨＢｓ抗原検査、ＨＣＶ

抗体検査、ＨＣＶ－ＲＮＡ検査）、前立腺がん検査（ＰＳＡ特異抗原）、ピロリ菌抗体検査

の実績があり、特定健康診査・健康診査と同時に実施できること。

 （３）受診者が少ない会場であっても、契約書にて定める費用内で実施できること。

 （４）集団がん検診の受託者（福井県健康管理協会）との日程調整ができること。

 （５）公告日から契約締結までの期間において、福井県及び越前市において指名停止措置を受

けていないこと。

 （６）県内に本社又は支社を有すること。

 （７）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。

 （８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に規定する更生手続開始の申立て又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に規定する再生手続き開始の申立てがなされていない

者

 （９）国税及び市税の滞納がないこと。

 （１０）プライバシーマーク及びＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１又はＪＩＳ Ｑ ２７００１等、第



三者機関の評価によるセキュリティ基準の認定を取得していること。

（１１）越前市入札参加資格等の資格が無い者が受託候補者となった場合には、速やかに入札

参加資格申請の手続きを行うこと。

４ 質問の受付及び回答

 （１）提出期限 令和３年１１月２２日（月）午後５時まで（必着）

 （２）提出方法 質問書（様式第７号）により持参、郵送又は電子メールにて提出すること。

         注）上記以外の方法による質問に対しては回答いたしません。

 （３）回答期限  令和３年１１月２５日（木）

 （４）回答方法 市ホームページ上に掲載する。 

５ 参加表明書の作成要領

（１）参加表明に必要となる書類と提出部数

  ア 参加表明書（様式第１号）   原本１部

  イ 会社概要（様式第２号）    原本１部

  ウ 業務実績調書（様式第３号）  原本１部

  エ 業務の実施体制（様式第４号） 原本１部

  オ 配置予定技術者調書（様式第５号） 原本１部

  カ 商業登記簿謄本（写し）及び財務諸表（直前決算３期分） 原本１部

     ※越前市指名競争入札参加資格者でない者のみ

  キ 納税証明書（国税及び市税に滞納がないことの証明書） 原本１部

  ク ３ 参加要件（１０）の認定を取得していることを証する書類の写し

（２）参加表明書の提出

  ア 提出期限 令和３年１１月２６日（金）午後５時まで （必着）

  イ 提出場所 〒９１５－８５３０

 越前市府中一丁目１３番７号

越前市市民福祉部健康増進課 健康２１推進グループ

                担当 松井  電話 ０７７８－２４－２２２１

  ウ 提出方法 持参又は郵送

６ 企画提案書等の作成要領

（１）企画提案に必要な書類

  ア 企画提案書（様式第６号）     原本１部

  イ 課題に対する企画提案（任意様式） 原本１部、副本８部

 ※副本には社名を記載しないこと。

  ウ 再委託調書（様式第９号）     原本１部 ※再委託する場合のみ

  エ 参考見積書（任意様式）      原本１部 

※ 参考見積書は、下記の項目すべての算定を行うこと。

見積人数、受診者自己負担金の記載がある項目については、受診者一人当たりの見

積単価から受診者自己負担金を差し引き、見積人数を乗じて算出すること。

また、栄養指導・健康相談については、保健師又は栄養士が１回の健診で半日（午

前、午後のどちらか）に１名出務した場合の見積単価に、健診実施回数４０回（見込）



を乗じて算出すること。

以上の費用と受診勧奨業務の費用を合算し、年度毎に委託料総額を算定すること。

なお、下記の見積人数、健診実施回数は単年度あたりの見込数であり、実績と前後

することが想定される。

健診項目別見積人数及び受診者自己負担金（単年度）

項 目 対 象 見積人数
受診者

自己負担金

特定健康診査
年度末年齢４０～７４歳 １，５００人 ５００円

年度末年齢７５歳 １００人 なし

健康診査

後期高齢者 ７００人 なし

年度末年齢４０歳未満

（国保加入者）

５０人 ５００円

年度末年齢４０歳未満

（国保以外）

５０人 ５００円

生活保護受給者 １０人 なし

眼底検査（医師の判断

による追加健診項目）

特定健康診査受診者 ４００人 なし

健康診査受診者 ２００人 なし

肝炎ウイルス検査

（HBｓ抗原検査・
HCV抗体検査）

４０歳以上 ３００人 ５００円

肝炎ウイルス検査

（HCV－RNA検査）
４０歳以上 ５人 なし

前立腺がん検査

（PSA特異抗原検査）
５０～６４歳 １６０人 ５００円

６５～６９歳 ２９０人 なし

ピロリ菌抗体検査 ２０～７５歳 ４００人 １，０００円

栄養指導・健康相談

特定健康診査・健康診査の受診者に対し、個別の栄養指導・

健康相談を実施する。実施にあたり、保健師、栄養士等を１名

以上配置する。健診実施回数（見込）は年間４０回。

受診勧奨業務

特定健康診査未受診者に対し受診勧奨を行う。また、勧奨後

に受診した対象者が、その後も健診を受診し続けていくための

継続した取り組みを行う。

（２）企画提案書の提出

  ア 提出期限 令和３年１２月６日（月）午後５時まで （必着）

  イ 提出場所 〒９１５－８５３０

越前市府中一丁目１３番７号

越前市市民福祉部健康増進課 健康２１推進グループ

                担当 松井  電話 ０７７８－２４－２２２１

  ウ 提出方法 持参又は郵送



７ ヒアリング及びプレゼンテーションの実施

  企画提案者を基に、次のとおり審査会が評価を行うためのプレゼンテーション及びヒアリン

グ（以下「プレゼンテーション等」という。）を実施する。

（１）出席者は、主たる担当者を含め２名以内とする。

（２）原則として、１者１５分のプレゼンテーション及び３０分程度のヒアリング（質疑応答）

とし、順次個別に行う。

（３）プレゼンテーション等の内容は、提出された企画提案書に基づくものとし、紙資料の追加

配布は認めない。

（４）説明者は、プレゼンテーション等の会場（越前市役所内）で説明を行うものとする。その

際、資料を画面に投影することを認める。ただし、投影する資料は、企画提案書の内容を逸

脱しないこと。

（５）新型コロナウイルスの流行状況により、プレゼンテーション等の方法を変更する場合は、

速やかに通知する。また出席者は、当日の朝に必ず検温を行い、検温の結果３７．５℃以上、

又は咳、倦怠感、息苦しさ等風邪の症状が感じられる場合は、庁舎内に入ることができない。

８ 審査方法

  プロポーザルの審査は、次のとおりとする。

（１）第１次審査（書類審査）

  複数の参加表明があった場合は、参加資格要件を満たす者の中から提出書類（参加表明書）

を審査し、一定基準に達し、かつ効果が期待できる者を選定する。

（２）第２次審査（プレゼンテーション等のによる最終審査）

第１次審査を通過したものに対し、企画提案書についてのプレゼンテーション等を実施し、

最も優れている提案を特定する。

（３）参加表明者が１者であっても第２次審査を行う。

（４）プロポーザルは、次の評価基準により審査する。（評価基準の詳細は【別紙１】のとおり）

（５）小数点の処理

   評価点の算出においては、平均点の小数点第２位までとし、小数点第３位以下は四捨五入

評価項目 評価視点・評価指標 配点

１ 契約実績・実施体制

事業所の契約実績（企業等の健康診断を含む） １０点

管理責任者等実施体制 １０点

資格を有した実務担当者の業務実績 １０点

２ 企画提案内容

課題提案１ 市が取り組む特定健康診査等事業へ

の寄与
２０点

課題提案２ 市が取り組む特定保健指導事業への

寄与
２０点

課題提案３ 市が取り組む特定健康診査受診率向

上事業への寄与
２０点

３ 参考見積書の妥当性 １０点

合 計 １００点



とする。

（６）受託候補者となる合格基準

   審査委員の総合評価点の平均が合格点を満たした場合のみ、受託候補者とする。

   上記の合格点は６０点以上とする。

   ただし、評価項目１ 業務実績・実施体制の各評価視点・評価指標の基準点を５点とする。

したがって、当該評価視点・評価指標に対する各審査委員の評価点が５点未満の場合は、審

査委員の総合評価点の平均が合格点を上回っていても不合格とする。

９ 審査結果の通知

（１）第１次審査 審査結果を書面により通知する。

（２）第２次審査 審査結果を書面により通知する。

１０ 契約の締結

   受託候補者の特定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに契約締結の

手続きを行うものとする。この場合において、受託候補者として特定された者から見積書を

徴する。なお、見積金額は企画提案時に提出した参考見積書の見積金額を上限とする。

１１ 企画提案書の無効（失格事項）

   次のいずれかに該当するときは、その提案者を失格とする。

（１）提案者が次のいずれかに該当するとき。

   ア プレゼンテーション等に出席しなかった又は遅刻したとき。

   イ 虚偽の申請を行い、提案資格を得たとき。

（２）提案書が次のいずれかに該当するとき。

   ア 提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき。

   イ 定められた作成形式又は記載上の留意事項に示された要件に適合しないとき。

   ウ 契約上限金額を公表している場合において、参考見積書の金額が契約限度額を超過し

たとき。

１２ その他留意事項

（１）提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めない。

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、無効とするとともに指名停止措置を行う場合がある。

（３）提出書類は返却しない。

（４）提出書類は、受託候補者特定以外には提出者に無断で使用しない。

（５）書類の作成及び提出並びにその説明に係る費用は、提出者の負担とする。

（６）参加表明書に記載した配置予定の担当者は、原則として変更できないものとする。やむを

得ない理由により変更する必要が生じた場合には、市と協議の上、変更の可否を決定するも

のとする。

（７）提出書類について、越前市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開

示する。（受託候補者特定前において、当該特定に影響を及ぼすおそれがある情報については、

特定後の開示とする。）ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位、その他正当

な利益を害すると認められる情報等は、同条例の規定により不開示とするので、これら情報



に該当すると考える部分がある場合は、予め文書により申し出ること。

（８）審査結果（最優秀者、次点者の名称）は市ホームページ等により公表する。

１３ 日程

  公告           令和３年１１月１７日（水）

  質問の受付期限      令和３年１１月２２日（月）午後５時まで（必着）

  質問に対する回答期限   令和３年１１月２５日（木）

  参加表明書等の受付期限  令和３年１１月２６日（金）午後５時まで（必着）

  第１次審査        令和３年１１月２９日（月）

  第１次審査の結果通知   令和３年１２月１日（水）（予定）

  企画提案書等の受付期限  令和３年１２月６日（月）午後５時まで（必着）

  第２次審査        令和３年１２月１０日（金）（予定）

  第２次審査の結果通知   令和３年１２月１４日（火）（予定）

  契約締結         令和３年１２月中旬（予定）

  業務開始         契約締結日

  業務期間         契約締結日から令和７年３月３１日まで

１４ 担当部署（提出先・問合せ先）

   〒９１５－８５３０

越前市府中一丁目１３番７号

越前市市民福祉部健康増進課 健康２１推進グループ 担当 松井

電話 ０７７８－２４－２２２１

FAX ０７７８－２４－５８８５
電子メール kenkou@city.echizen.lg.jp 



【別紙１】　プロポーザル評価基準（詳細）

業務名：越前市国民健康保険特定健康診査・健康診査等（集団健診）業務 評価者名：

配点×1.0 配点×0.9 配点×0.7 配点×0.5 配点×0.3 配点×0
本業務と同種業務の実績があるか 平成31年度以降における契約実績

（企業等の健康診断を含む）
10

12件以上 9～11件 6～8件 3～5件 1～2件 ０件 参加表明書
会社概要
業務実績調書
（様式1～3）

管理、責任体制が十分であり、業
務を安定的に実施できる体制が
整っているか

管理責任者及び配置予定の担当者

10

18人以上 15～17人 12～14人 9～11人 9人未満 業務の実施体制（様式4）

20 /20

集団健診の会場に配置予定の実務
担当者が、健診業務を遂行するた
めに必要な資格はあるか
また、実務経験はあるか

保健師等の資格を有した実務担当者（複
数可）の実績

10

非常に充実し
ている

充実している 概ね充実して
いる

普通である 十分でない 配置予定技術者調書
（様式5の1・5の2）

10 /10

市が取り組む特定健康診査等事業
への寄与

下記視点で５段階評価する
「安全で円滑な健診等を実施するための
人員配置や受診者への対応、正確で精密
な健診結果の確保等、集団健診の受け入
れ態勢に対する具体的な提案」

20

非常に優れて
いる

優れている 概ね
優れている

普通である やや不安があ
る

期待できない 企画提案書（様式6）
課題に対する企画提案書
（任意様式）

市が取り組む特定保健指導事業へ
の寄与

下記視点で５段階評価する
「生活習慣病予防のための効果的・効率
的な保健指導に関する具体的な提案」 20

非常に優れて
いる

優れている 概ね
優れている

普通である やや不安があ
る

期待できない 企画提案書（様式6）
課題に対する企画提案書
（任意様式）

市が取り組む特定健康診査受診率
向上事業への寄与

下記視点で５段階評価する
「健診受診率向上に向けた勧奨業務に対
するアプローチと、継続受診に繋がる具
体的な取り組みの提案」

20

非常に優れて
いる

優れている 概ね
優れている

普通である やや不安があ
る

期待できない 企画提案書（様式6）
課題に対する企画提案書
（任意様式）

60 /60
90 /90

10 /10

100
/100

事業所評価計＋配置予定担当者評価＋企画提案内容評価　計

　総合評価

参考見積書の評価

課題提案1

課題提案3

2

企
画
提
案
内
容

見積書の妥当性（　妥当である　＝　10点 、不適切　＝　0点）

３

参
考
見
積
書
の

妥
当
性

摘要

事業所評価　計

評価の指標 配点
評価

1

業
務
実
績
・
実
施
体
制 業務実績

事
業
所
評
価

担当者等評価　計

契約実績

採点

企画提案内容評価　計

課題提案2

評価項目 評価の視点

実施体制

担
当
者
等
評
価


