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館山市けんしん登録申込書作成・封入封緘業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 
 
１．趣旨 

   館山市が実施しているがん検診等は、「登録制」により検診の申込みをしている。

がん検診の受診率は国の目標値を下回っており、がん検診の受診率を向上させる取

り組みとして、けんしん登録者数の増加が不可欠である。 

本委託は、がん検診等の受診率向上を目的として、検診の受診勧奨に専門的なノ

ウハウなどを生かし、より効果的に事業を実施できる事業者を、企画提案（プロポ

ーザル）方式により委託事業者を選定する。 
 
２．業務の概要 

 （１）業 務 名  館山市けんしん登録申込書作成・封入封緘業務委託 

 （２）業務内容  別紙「館山市けんしん登録申込書作成・封入封緘業務委託仕様

書」のとおり 

 （３）提案上限額  ６３７，２００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 （４）契約期間  契約の日から平成３０年３月３０日まで 

 

３．参加資格 

 プロポーザルの参加資格は、公示日現在において、次に掲げる要件をすべて満たして

いる者とする。 

 （１）次の要件を満たす者であること。 

  ①平成２９年度館山市入札参加適格者名簿に登録されている者 

  ②①が未登録の場合は次に掲げる書類を提出し、館山市の確認を受け、認められた

場合に参加できる。 

  ・法人の場合：登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

  ・個人の場合：身分証明書及び登記されていないことの証明書 

  ・印鑑証明書 

  ・納税証明書（国税） 

   ア 法人の場合：法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３） 

   イ 個人の場合：所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の２） 

  ・納税証明書（千葉県税） 

   千葉県内に事業所を有する場合：千葉県税の完納証明書（納税証明書その２） 

  ・市税完納証明 

  ・財務諸表 

  ③館山市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受けていな

い者 

  ④館山市入札契約に係る暴力団対策措置要綱に定める暴力団排除措置要件に該当し

ない者 

  ⑤地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者のほか、次のいずれにも

該当しない者。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者。 

イ 対象業務の入札日前６ヶ月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者。 
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ウ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更正手続開始決

定がされていない者。 

エ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決

定がされていない者。 

 （２）特定健康診査又はがん検診等の受診勧奨業務において、国及び地方自治体等か

らの受託実績を過去において１件以上有すること。 

 （３）仕様書の内容について業務が遂行できる者。 
 
 

４．委託事業者選定スケジュール 

内   容 期   日 

募集（申請受付）開始 平成２９年１０月６日（金） 

参加申請書類の提出期限 
平成２９年１０月２７日（金） 

正午必着 

質疑締切 
平成２９年１０月２４日（火） 

午後５時必着 

質疑回答期限 平成２９年１０月２６日（木） 

参加資格審査結果の通知期限 平成２９年１０月３１日（火） 

企画提案書等の提出期限 
平成２９年１１月６日（月） 

午後５時必着 

ヒアリング（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）審査日 平成２９年１１月１０日（金） 

選定結果の通知期限 平成２９年１１月１５日（水） 
 
５．実施要領等の配布 

 （１）配布期間 平成２９年１０月６日（金）から平成２９年１０月２７日（金） 

正午まで 

 （２）配布方法 館山市役所ホームページ(http://www.city.tateyama.chiba.jp/) 

からダウンロードすること。 
 
６．企画提案の申請等 

  企画提案に参加を希望する者は、次のとおり申請すること。 

 （１）提出書類  ①企画提案申請書（別紙：様式１） 

②会社概要（別紙：様式２） 

 ・会社概要パンフレットを作成している場合は添付すること。 

③業務実施体制（別紙：様式３） 

・本業務の実施体制について明記すること。また、担当従業員

の人数、職種等を記載すること。 

④業務実績（別紙：様式４） 

・国及び地方自治体等において、特定健康診査又はがん検診等

の受診勧奨業務の実績（現在、実施中であるものを含む。）

を記載すること。 

⑤業務工程表（様式任意） 

http://www.city.tateyama.chiba.jp/
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⑥企画提案書 

・企画提案書のサイズは原則Ａ４版（Ａ３版による折込み可）

とする。 

・企画提案書の様式は自由とするが、様式５「企画提案書作成

要領」による提案事項について記載すること。 

・審査の公平性、透明性等を確保するため、企画提案書につい

ては社名等を原本（１部）にのみ記載し、他の１０部には社

名等を記載しないこと。 

⑦見積書（様式任意） 

・積算根拠となる見積金額の内訳を記載すること。 

・企画提案書とは別綴じとすること。 

          ⑧その他、上記３．（１）②に掲げる書類 

・平成２９年度館山市入札参加適格者名簿に未登録の場合のみ  

 提出すること。 

 （２）提出期限等 上記６．（１）提出書類 

提出書類№ 提出部数 提出期限 備  考 

① 

各２部 
平成２９年１０月２７日（金）

正午必着 

 

② 

③ 

④ 

⑧ 

⑤ 

各１１部 
平成２９年１１月６日（月） 

午後５時必着 

・簡易製本 10 部 

・クリップ留め

バラ 1 部 

⑥ ・原本１部 

・原本(写)10 部 

※原本(写)は社

名等を記載し

ないこと。 

⑦ 

 （３）提出場所  館山市役所健康福祉部健康課 

〒294-0045 館山市北条７４０－１ 

館山市コミュニティセンター２Ｆ 

    問合せ先  館山市役所健康福祉部健康課 

          館山市コミュニティセンター２Ｆ 

〒294-0045 館山市北条７４０－１ 

TEL 0470－23－3113 FAX 0470－22－6560 

E-mail kenkouka@city.tateyama.chiba.jp 

 （４）提出方法  持参または書留郵便等（提出期間内必着） 

 （５）参加資格審査結果の通知 

参加資格確認後、平成２９年１０月３１日（火）までにＦＡＸにて通知する。 
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７．欠格事項 

  次のいずれかに該当するときは、その者の参加及び提案は無効とする。 

（１）企画提案に参加する資格のない者が提案したとき。 

（２）提案者が当該企画提案審査に対して２つ以上の提案したとき。 

（３）提案者が他人の提案の代理をしたとき。 

（４）事実に反する申請や提案などの不正行為があったとき。 

（５）その他、市が指示した事項に違反したとき。 
 
 
８．質疑応答及び説明会 

 （１）質疑について 

    本企画提案の内容に関する質疑は、次のとおり書面の提出によってのみ受け付 

ける（電話や窓口での口頭による場合においても、書面の提出をすること）。 

① 提出方法 質疑書（別紙：様式６）に質疑事項を記入し、持参、郵送、ファ 

ックスまたは電子メール添付により提出すること（持参以外は要

事前電話連絡）。 

② 提出場所 館山市役所健康福祉部健康課 

〒294-0045 館山市北条７４０－１ 

館山市コミュニティセンター２Ｆ 

TEL 0470－23－3113 FAX 0470－22－6560 

E-mail kenkouka@city.tateyama.chiba.jp  

③ 回答方法 ファックスまたは電子メールにより申請者全員に回答する。 

（２）説明会について 

    説明会は開催しない。 
 
９．ヒアリング審査 

 （１）審査主体 館山市けんしん登録申込書作成・封入封緘業務委託事業者選定   

審査会 

（２）企画提案書の審査及び評価 

       企画提案書の内容を審査及び評価し、数者（数社）程度を参加要請 

  者として選定する。なお、参加要請者の選定結果は、すべての申請 

書提出者に対し、電子メール及び文書により通知する。 

 （３）ヒアリング審査 

上記（２）により選定された者に対し、ヒアリング審査会への参加

を求め、上記６．（１）⑥の企画提案書について、プレゼンテーシ

ョン（提案詳細説明・デモンストレーション・質疑応答）を行なう。 

① 開催日時 平成２９年１１月１０日（金）時間未定 ※詳細は別途通知する。 

② 開催場所 館山市コミュニティセンター（予定） ※詳細は別途通知する。 

③ プレゼンテーション時間 説明３０分程度、質疑応答１０分程度とする。 

④ 出 席 者 ３名以内（可能な限り、担当予定者が出席すること）。 

⑤ 機材等の用意 スクリーン・プロジェクタ・ポインタは館山市で用意するが、

その他パソコン等必要な機材は、参加者で用意すること。 

⑥ そ の 他 当日のプレゼンテーションでは、提出した企画提案書以外の内容
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をプレゼンテーションしないこと。 

 （４）受託者選定結果 

 企画提案書及びヒアリングの内容の審査及び評価を基に、本業務の内容に最も

適すると認められる者（以下、「最優秀提案者」という。）を選定する。また、

選定結果はすべてのヒアリング審査参加者に対し、電子メール及び文書により

通知する。なお、評価内容及び選定結果に対する問い合わせには応じないもの

とする。 

 （５）評価基準 

    最優秀提案者は、下記の項目に基づき、提案評価及び価格評価点による総合評

価点で判断する。 

① １人あたり１００点満点とし、審査委員１０人の採点の総合計により決定す

る。ただし、総合計が６００点（６０％）に満たない場合は、事業者の選定

はしない。 

② なお、第１位の合計評価点数が同点の場合、提案価格の金額等を総合的に勘

案し、最優秀提案者を決定する。以下、第２位以降の決定に際しても同様と

する。 

 

【評価基準表】※（ ）内は配点 

1 会社概要(10 点） 業務に取り組む組織や体制 

2 業務実績（10 点） 特定健康診査又はがん検診の受診勧奨業務の請負実績 
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企画提案内容（50 点） 

 

業務を遂行するための職員配置・危機管理の体制 

4 受診勧奨に係る独自の提案・独創性 

5 市民が理解しやすいレイアウト 

6 返信数（登録者数）を向上させるため方策 

7 納品までのスケジュール管理 

8 プレゼンテーションの内容（5点）  わかりやすさやアピールポイント 

11 個人情報保護（10 点） プライバシーポリシーの有無、プライバシーマーク等の所持 

12 見積価格（10 点） 価格の妥当性 

13 その他（5 点） 連絡調整や打ち合わせの機会 

配点合計（１００点）  

 
10．契約 

  契約については、最優秀提案者と内容を協議し、後日締結する。 
 
11．その他 

 （１）提出された企画提案書は返還しない。 

 （２）企画提案に要する経費は企画提案者の負担とする。 

 （３）提出された提案書等については、特別な事情がない限り、再提出は認めない。 

 （４）提案書の著作権は企画提案書提出者に帰属する。ただし、市が企画提案の報告

のために必要な場合は企画提案書の内容を無償で使用できるものとする。 


