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鹿児島県立北薩病院 経営改善支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領

１ 趣旨

鹿児島県立北薩病院（以下「病院」という。）は，伊佐地域の中核的医療機関として，救急

医療や高度・専門医療などを提供しているが，平成18年度の地方公営企業法の全部適用移行

後，厳しい経営状況が続いている。

病院の経営改善を図るため，令和３年度に今後の医療ニーズ等を把握するための基礎調査

及び収支予測を含む詳細調査・分析を実施するとともに，今後の病院のあり方について，課

題等の整理を行い，外部有識者等を含む検討委員会において，今後の方向性を検討する予定

である。

「鹿児島県立北薩病院 経営改善支援業務」は，上記の調査・分析及び今後のあり方の検

討支援を行うものであり，本業務の委託先を選定するため，公募型プロポーザルを行うこと

とし，この実施に関してはこの要領に定めるところによる。

２ 業務の概要

(1) 委託業務名

鹿児島県立北薩病院 経営改善支援業務委託

(2) 業務内容

別添仕様書のとおり

(3) 履行期間

契約日から令和４年３月３１日（木）まで

(4) 委託費上限額

１１，１１０千円（消費税及び地方消費税を含む。）

３ 企画提案の内容

以下の(1)から(5)までに掲げる業務に関する調査・分析の具体的な内容，調査・分析方法，

実施計画等とする。

なお，調査・分析方法については，調査・分析に用いる調査・統計資料等の名称や解析の

方法及びヒアリングにおける対象・サンプル数・質問内容を記載するなど，可能な限り具体

的に記述すること。

(1) 医療需要調査

以下のア及びイにより，病院が立地する伊佐市等における地域住民の受療・受診状況や

人口予測，今後の医療ニーズ等の調査・分析を行う。

ア 調査対象地域

伊佐市，薩摩郡さつま町及び姶良郡湧水町とする。

イ 調査内容

(ｱ) 以下のａからｇまでの項目に関する現状分析及び将来推計を行う。

なお，将来推計に関する項目については，2025年度，2030年度，2035年度，2040年

度，2045年度及び2050年度時点における推計を行うものとする。

ａ 人口構造・人口動態

ｂ 疾患別患者数

ｃ 住民の受療状況（他地域との流出入の状況を含む）

ｄ 医療提供体制

ｅ 救急搬送の状況

ｆ 地勢と交通（地理的状況，交通インフラ，生活圏）

ｇ その他必要な事項

(ｲ) 上記(ｱ)の調査結果を踏まえ，調査対象地域における今後の地域医療の課題を整理する。
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(2) 経営改善支援

以下のアからエまでの項目に関して，病院の経営分析を行い課題を整理するとともに，

上記(1)の医療需要調査を踏まえて改善策を提案する。

ア 財務分析・ＤＰＣデータの分析

イ 病院全体及び診療科の患者数・収益・費用等の経年分析

ウ 医師・職員当たり患者数・収益等の生産性分析

エ 他のＤＰＣ病院との比較

(3) あり方検討支援

以下のアからエまでの項目に関して，上記(1)の医療需要調査を踏まえて病院の現状等を整

理するととに，病院が担うべき診療機能等を提案する。

ア 医療機能（特徴，地域における病院の位置付け）

イ 県立病院として持つべき機能と，必要な医療資源の課題

ウ 患者動向（診療科ごとの患者数推移，地域医療ニーズとのギャップ）

エ 国保データ等を用いた疾病分類別患者推移の推計等

(4) 経営シミュレーション

病院の経営状況及び今後のあり方検討を踏まえた経営シミュレーションを実施する。

(5) 委員会の運営支援

以下のア及びイにより委員会の運営支援を行う。

ア 委員会の概要

(ｱ) 委員会の目的

地域の医療ニーズや病院の経営状況等を踏まえた今後のあり方を検討する。

(ｲ) 委員会の構成

外部有識者や地域の代表などで構成する。

イ 運営支援の内容

(ｱ) 委員会における会議資料の作成支援

(ｲ) 委員会へのオブザーバー出席及び議事録の作成 （論点及び検討課題の整理を含む）※

※ 委員会の議事録については，委員会終了後２週間以内に作成する。

(ｳ) 委員会における上記(1)から(4)までの調査・分析結果の説明支援（説明のための資

料作成を含む）

(ｴ) 委員会の検討結果を取りまとめた報告書の作成

(ｵ) その他委員会の運営に係る業務の支援

４ 応募資格

以下の(1)から(9)までに掲げる要件を全て満たす法人その他の団体とする。

(1) 本業務の実施に必要となる組織，人員，技術等を有すること。

(2) 企画提案応募書等の提出時点において，国及び地方自治体から指名停止の措置を受けて

いない者であること。

(3) 委託業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な経営基盤を有すること。

(4) 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当する者でないこと。

(5) 過去２年以内に銀行取引停止処分を受けている者でないこと。

(6) 過去６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出しているものでないこと。

(7) 債務不履行により所有する資産に対し，仮差押命令，差押命令，保全差押又は競売手続

の開始決定がなされている者でないこと。

(8) 事業税並びに消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。

(9) 鹿児島県暴力団排除条例（平成26年鹿児島県条例第22号）に基づく排除対象でないこと。
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５ 募集手続

(1) 募集方法

鹿児島県県立病院局ホームページに当該実施要領等を掲載して募集を行う。

(2) 参加表明の受付

ア 参加表明の方法

本プロポーザルに参加しようとするする者は，参加表明書（様式１）を１部，「９ 担

当機関」宛郵送又は直接持参すること。

イ 受付期間

令和３年２月15日（月）から令和３年３月１日（月）午後５時まで（必着）

ウ 参加表明後の辞退

参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は，令和３年３月３日（水）の午前９時（必

着）までに，辞退届（様式自由）を「９ 担当機関」に持参又は郵送，電子メールにて

提出すること。

(3) 質問の受付

ア 質問方法

質問しようとする者は，質問書（様式２）に必要事項を記入して，「９ 担当機関」宛

電子メール又はファックスにて送付すること。

イ 受付期間

令和３年２月15日（月）から令和３年３月１日（月）まで

ウ 質問に対する回答

参加者全員に対して，令和３年３月８日（月）までにファックスで回答する。

(4) 応募書類の受付

ア 提出書類及び提出部数

(ｱ) 応募書（様式３） １部

(ｲ) 企画提案書（様式４）13部

(ｳ) 団体概要

履歴事項全部証明書 １部

定款・規約 １部

会社等概要書（事業内容，組織体制(組織図等)） １部

(ｴ) 決算書（直近３期分の貸借対照表及び損益計算書） 各１部

(ｵ) 誓約書及び役員等名簿（様式５）１部

上記４(9)について，鹿児島県警察本部に照会するため使用する。

なお，鹿児島県の入札参加資格者名簿に記載されている者は提出する必要はない。

イ 受付期間

令和３年２月15日（月）から令和３年３月15日（月）午後５時まで（必着）

ウ 提出先及び提出方法

「９ 担当機関」宛郵送又は直接持参すること。

(5) 留意事項

ア 返却等

応募書類は返却しない。

イ 失格又は無効

次のいずれかの事項に該当する場合は，失格又は無効とする。

(ｱ) 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合

(ｲ) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合

(ｳ) 本実施要領に違反すると認められる場合

(ｴ) その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合
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ウ 応募書類の変更禁止

提出された応募書類の変更，差し替え又は再提出は認めない。

エ 費用負担

応募書類の作成及び提出等に係る費用は，すべて応募者の負担とする。

オ 結果の公表

委託候補者の決定後に，委託候補者名をホームページで公表する。

カ その他

(ｱ) 応募者は応募書類の提出をもって実施要領の記載内容に同意したものとする。

(ｲ) 提出された応募書類は，鹿児島県情報公開条例（平成12年条例第113号）に基づく情

報公開請求の対象となる。

(ｳ) 応募書類の提出後に辞退する場合は，令和３年３月17 日（水）の午前９時（必着）

までに，辞退届（様式自由）を「９ 担当機関」に持参又は郵送，電子メールにて提

出すること。

６ 委託候補者の決定方法

病院に設置する「公募型プロポーザル審査委員会」において提案された内容を審査し，最

も優れているとされた企画提案を行った者を委託候補者とする。

なお，審査の過程で，応募者に対し，提案内容についてのプレゼンテーションを求める場

合がある。

【募集及び選定スケジュール】

令和３年２月15日（月） 募集開始

３月１日（月） 質問書・参加表明書受付締切

３月15日（月） 応募書類の提出締切

３月下旬（予定） 委託候補者の決定・公表

４月上旬（予定） 契約の締結

７ 契約の締結

(1) 病院は，応募書類に基づき，委託候補者と委託業務に係る具体的な業務内容や経費等に

ついて協議を行い，この結果，病院と委託候補者との間で委託業務内容及び契約金額等に

ついて合意に達した場合に，委託契約を締結するものとする。

(2) 契約対象となる業務内容は，企画提案書の内容に拘束されるものではなく，より効果的

に業務を実施するために，委託業務内容及び契約金額等について変更する場合がある。

(3) (1)の協議が整わない場合，病院は審査において，評価により順位付けされた上位の者

から順に同様の協議を行うものとする。

(4) 本業務は，この事業に係る令和３年度予算が成立しないときは実施しない。

８ その他

(1) 著作権等の取扱い

ア 成果物が，著作権法（昭和45年法律第48号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以

下「著作物」という。）に該当する場合には，当該著作物に係る受託者の著作権（著作権

法第21条から第28条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引き渡し時に病院に無

償譲渡するものとする。

イ 病院は，成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず，当該成果物の内容を受

託者の承認なく自由に公表することができる。

ウ 病院は，成果物が著作物に該当する場合には，受託者が承諾したときに限り，既に受

託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。



- 5 -

エ 受託者は，成果物が著作物に該当する場合において，病院が当該著作物の利用目的の

実現のためにその内容を改変するときは，その改変に同意する。また，病院は成果物が

著作物に該当しない場合には，当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変するこ

とができる。

オ 受託者は，成果物（業務を行う上で得られた記録等を含む。）が著作物に該当するとし

ないとに係わらず，病院が承諾した場合には，当該成果物を使用又は複製し，また，当

該成果物の内容を公表することができる。

(2) 再委託について

受託者は，本業務の一部を再委託する場合には，あらかじめ，病院の承認を受けなけれ

ばならない。

(3) その他

その他本業務について疑義が生じた場合は，病院と協議を行うこと。

９ 担当機関

鹿児島県立北薩病院 担当：寺岡，池田

〒８９５－２５２６ 伊佐市大口宮人５０２－４

電 話 ０９９５－２２－８５１１

ＦＡＸ ０９９５－２２－６７８３

Ｅ－Ｍａｉｌ hok-hos-keiei@pref.kagoshima.lg.jp


