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神戸市立西神戸医療センター ホームページリニューアル業務受託事業者公募要項 

 

1. 趣旨 

 神戸市立西神戸医療センターのホームページは、昨年度にサイトリニューアルをお

こなったものの、院内で再度見直しの要望があったことを受け、全面的なリニューア

ルをする必要がある。看護部サイトを含めた当院のホームページを、時代に合ったビ

ジュアルに変更するとともに、病院利用者や医療従事者が使いやすく、分かりやすい

ものにするための再構築を行うものである。併せて、ホームページを作成・管理する

職員が容易に編集や変更・更新ができるようなホームページ作成システムを導入する。 

 

2. 事業者の選定方法 

 公募型企画競争方式による選考とし、応募者から提出される規格の内容等を審査し、

最も適切であると判断した事業者を選定する。 

 

3. 募集事業の概要 

（１）事業名 

 神戸市立西神戸医療センター ホームページリニューアル業務 

（２）事業内容 

 神戸市立西神戸医療センターのホームページリニューアルに係る業務全般 

 

4. 契約条件 

（１）契約形態 

   締結する契約は業務委託契約とする。 

（２）事業規模（契約上限額） 

金 6,000,000 円（消費税含む） 

（３）契約期間 

   契約締結日から令和 5 年 3 月 31 日までとする。 

   ただし、決定事業者の協議終了後、速やかに契約を締結する。 

 

5. 資格要件 

   応募事業者は、以下の資格要件を全て満たすこと。 

（１）過去 5 年間において、200 床以上の病院におけるホームペ－ジの作成または改修   

実績を有すること。 

（２）令和 3 年度及び令和 4 年度神戸市物品等競争入札参加資格、又は本機構の入札   

参加資格を有すること。 

（３）入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日 
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までの間に神戸市指名停止基準要綱（平成 6 年 6 月 15 日市長決定）に基づく指 

名停止を受けていないこと。 

（４）経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づ 

く更正手続開始の決定がされている者、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号） 

の規定に基づく再生計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。 

（５）代表者及び役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる事業者で 

ないこと。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２ 

条第６号に規定する暴力団員が役員又は代表者としてもしくは実質的に経営に 

関与している事業者、役員等が暴力団員に金銭的な援助を行っている事業者、 

その他「神戸市契約事務等からの暴力団の排除に関する要綱」（平成 22 年５月 

26 日市長決定）第５条各号に該当する事業者でないこと。 

（７）法人税、消費税及び地方消費税、都道府県税、市町村税等を滞納している法人、 

又は代表者がこれらの税金を滞納している事業者でないこと。 

（８）共同企業体による応募の場合は、構成団体のいずれかが該当する場合も同様の 

取り扱いとする。 

 

6. 応募スケジュール 

実施要領及び仕様書の配布 令和４年１０月１３日（木）  

参加申込書の受付       令和４年１０月１４日（金）～１０月２８日（金）    

質問書の受付          令和４年１０月１４日（金）～１０月２８日（金）    

企画提案書の受付期限    令和４年１１月１４日（月）    

提案日（対面審査）      令和４年１１月１７日（木） 

審査結果の通知         令和４年１１月２５日（金）  

契約の締結（事業開始）   令和４年１１月２８日（月） 

 

7. 応募手続き 

各種公募に関する資料・様式は、当院ホームページからダウンロードすること。  

病院アドレス  http://nmc.kcho.jp/ http://nmc.kcho.jp/nurse/  

（１）参加申込書の受付 

参加を希望する者は、参加申込書を提出すること。 

① 提出書類：参加申込書  

           運営実績証明書 

会社概要  

② 提出期限：令和４年１０月２８日（金）午後５時００分まで（必着）  

③ 提出方法：持参又は郵送（書留）  

http://nmc.kcho.jp/
http://nmc.kcho.jp/nurse/
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④ 提出先：神戸市立西神戸医療センター総務課 

 

（２）参加資格の審査及び通知  

本件の参加資格を提出された書類により審査し、令和４年１１月１日(火)までに通

知する。  

送付される「参加資格確認通知書」にて、その内容を確認すること。  

（３）質問書の受付 

本募集に関する質疑は、質問書を提出すること。なお、質問書提出以外での質問は受け

付けない。  

① 提出書類：質問書  

② 提出期限：令和４年１０月２８日（金）午後５時００分まで（必着）  

③ 提出方法：持参、郵送、ＦＡＸ（持参以外は、到着確認をすること。）  

④ 提出先：神戸市立西神戸医療センター総務課  

（４）質問書に対する回答  

質問書に対しては、随時、参加者全員にＦＡＸで回答する。  

（５）見積書・企画提案書等の提出 

① 提出書類：ア．見積書１部(様式は任意とする)  

イ．企画提案書１０部(様式は任意とする)  

ウ．印鑑証明書（発行日から３ヶ月以内の原本）１部  

エ．納税証明書（発行日から３ヶ月以内の原本又は写し。  

直近２年分の法人税、消費税の納税証明書）１部 

オ．商業登記簿謄本（発行日から３ヶ月以内の原本又は写し）１部 

カ．決算書類（写し。直近１年の貸借対照表、損益計算書）１部  

② 提出期間：令和４年１１月１４日（月）午後５時００分まで（必着）  

③ 提出方法：持参又は郵送（書留）  

④ 提出先:神戸市立西神戸医療センター 総務課 

 

8. 審査方法 

（１）企画内容の審査  

応募資格に適合している事業者について、企画競争におけるプレゼンテーションを

行い、企画競争方式評価項目採点表を基に総合的に評価、採点し、審査者の採点結果

の合計を基に順位を決定する。なお、必要に応じて、ヒアリング・別途資料提出など、

内容の説明を求める場合がある。  

対面審査日時：令和４年１１月１７日（木） （詳細は別途通知する。） 

内 容：プレゼンテーション（１５分）・質疑応答（約１５分） 

順 番：原則として、提案書の受付順に行う。  
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（２）評価方法 

提案見積額を点数化したものを価格点、提案内容を点数化したものを技術点、地元に

事業所があるかどうかを点数化したものを地元加点とし、それぞれの点数の合計で最

も得点の高い者を選定する。価格点については、最低見積額を提案者の見積額で除し

たものに配点を乗じて算出し、技術点については別紙に掲げる評価項目について、提

案書の内容から評価を行い、それぞれの項目ごとに点数化し、全ての項目の点数の合

計点数とする。それぞれの配点については、価格点は 10 点、技術点は 190 点、地元加

点 20 点とする。 

仕様書を踏まえ、別紙評価項目の内容を漏れなく提案書に記載すること。なお、提

案書及び添付資料の内容が一定の評価点（技術点の 25％：48 点）に満たない場合は失

格とする。  

（３）審査結果  

選考の結果は、令和４年１１月２５日（金）に書面により応募者全員に通知する。 

 

9. 失格事項 

次の各号のいずれかに該当するものは、失格とする。  

（１）見積書・企画提案書等が所定の日時を過ぎて到着したとき。  

（２）対面審査の時間に遅れたもの。（公共交通機関の事故等による場合で事前に連絡があ

り、審査委員会委員長がやむを得ないと認めたものを除く）  

（３）本公募要項に定める資格要件を満たさない者。  

（４）提出書類に虚偽の記載をしたもの。 

 

10. その他 

（１）提出された提案書類等は、返却しない。  

（２）応募にかかる経費は、すべて応募者の負担とする。  

（３）本選考のために、応募者から提出のあった書類のうち、落札事業者の企画提案書等

は契約書の一部として取り扱うものとする。  

（４）契約保証金の納付は免除する。 

 

11. 問い合わせ 

〒651-2273 神戸市西区糀台５丁目 7－1  

神戸市立西神戸医療センター総務課  

TEL：078-997-2200  

FAX：078-997-2220  

 

 



5 

 

企画提案方式評価項目採点表 

 

 

技
術
点 

評価事項 評価点 配点 

事

業

主

体 

メールや電話対応などホームページの運用に係る

フォロー体制は充実しているか。 
20 14 8 2 20 

コンセプトやコンテンツ案等について、企画・提

案を主体的に行える事業者であるか。 
20 14 8 2 20 

提

案

に

つ

い

て 

閲覧者が必要な情報にたどり着きやすいように配

慮されているか。 
30 21 12 3 30 

誰もが使いやすく、明るく、見やすいホームペー

ジとなっているか。 
30 21 12 3 30 

専門的な知識や技術のない職員でも、更新作業等

が簡単に行えるか。 
20 14 8 2 20 

開発・導入スケジュールおよび開発方式の適切性

はどうか。 
10 7 4 1 10 

現行の西神戸医療センターのホームページの課題

や改善点を認識した提案となっているか。 

【主な期待したい点】 

・ページデザインの一新 

・看護師をはじめ各職種のリクルート活動を強化 

・分娩件数増加につながる表現 等 

60 42 24 6 60 

  技術点合計   190 
                

価格点（最低見積額/提案者の見積額×配点）   10 
        

地元加点 

地元企業（本社神戸市） 20点 

準地元企業（支店等が市内にある企業） 10点 

上記以外 ０点 
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