
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護認定支援システム構築及び運用事業 
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１ 事業概要 

 

(1) 概要 

南信州広域連合（以下、「広域連合」という。）では、平成11年度介護保険制度創設以来、

要介護認定審査会支援システム（以下、「現行システム」という。）を導入し、運用を行

っている。現行システムは、平成30年2月末にてその契約期限を迎えるため、次期システム

の更新を行う。 

更新にあたり、事業開始時からの多大なデータを保有している状況であるが、被保険者デ

ータの増加などによるシステムの負荷に対応する為にも効率的な業務改善が望まれる。 

今後も介護認定審査会を円滑に開催し、より効率的かつ簡略な資料作成、また各情報の安

全な保存が可能となる、新たな要介護認定審査会支援システム（以下、「新システム」と

いう。）を導入するため、企画提案（プロポーザル）により、システム構築、運用・保守

業務、機器構成などの提案を評価し、質の高い業務を行うもっとも適切な事業者を選定す

る。            

  

(2) 事業名 

南信州広域連合 要介護認定支援システム構築及び運用事業 

(3) 事業期間 

① 構築期間：契約締結日から平成30年２月28日まで 

② 運用期間：平成30年３月１日から平成36年２月29日まで６年間 

(4) 提案上限額 

  ￥ 65,005千円（消費税相当額を含む）※構築費・システム保守を含めた金額。 

① 上限額の内訳は次のとおりとする 

(ｱ) システム構築費 ￥ 12,733千円 

(ｲ) システム機器使用料及びシステム利用料（保守料） ￥ 52,272千円 

※現行システムのデータ抽出料及びリース料は除く。 

② この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すための 

ものであることに留意すること。 

③ 提案価格書内訳を提出する際は、上記提案上限額及び各費用の内訳の金額をそれぞ

れ超えてはならない。 

④ 本提案事業は各年度予算もしくは、債務負担行為等が広域連合議会において議決 

されたことにより事業執行となるものである。 

 

２ 当広域連合要介護認定の概要 

 要介護認定の現状について以下に示す。（H29.4.1現在） 

 

(1)要介護認定の現状 

飯田市役所にサーバーを置き、構成14市町村とADSL回線でネットワークを構成。

申請・調査等は保険者である市町村が行い、認定審査を南信州広域連合介護認定

審査会で実施している。 
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  介護認定審査会は14合議体 委員60人により構成し、H28年度実績は審査会 

239回、審査判定件数 8,893件である。各市町村別実績は下表の通り。  

(2)審査会判定件数の内訳 

市町村名 新規 更新 区分変更 

飯田市 1,776 3,295 683 

松川町 194 358 85 

高森町 176 279 70 

阿南町 104 181 46 

阿智村 104 194 44 

平谷村 20 14 7 

根羽村 27 49 12 

下條村 66 113 26 

売木村 8 26 1 

天龍村 54 64 13 

泰阜村 31 59 13 

喬木村 69 216 35 

豊丘村 103 160 42 

大鹿村 21 43 12 

広域全体 2,753 5,051 1,089 

３ 本業務に関する基本条件 
  本業務に関する基本条件は、以下のとおりとする。 

(1)準拠する法令等 

本業務の実施にあたっては、本仕様書に定めるほか、以下の関係法令及び諸規

則などに準拠するものとする。 

① 介護保険法(平成9年法律第123号) 

② 上記①のほか、要介護認定事務に関し規定されている、介護保険に係る政令、

省令、厚生労働省告示及び厚生労働省老健局長通知等 

③ 飯田市個人情報保護条例(平成17年条例第16号) 

④ その他、関係法令、条例及び規則等 

 

４ 参加資格 
本プロポーザルへ参加できる者は、以下の条件をすべて満たすものとする。 

① 飯田市入札参加資格者名簿 情報システム設計開発業務に登録されている者または、参

加表明書提出締切までに名簿登録を行い、飯田市の承認を得た者であること。 

② 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の４の規定のいずれにも該当しない

者であること。 

③ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生

法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者(会

社更生法の規定による更生計画認可または民事再生法の規定による再生計画認可の決定

を受けている者を除く)であること。 

④ 国税、長野県税、市町村税を滞納していないこと。 

④ 飯田市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。 

⑤ 飯田市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定

する暴力団関係者ではなく、飯田市入札参加資格者に係る指名停止要綱の別表第３に掲

げる措置要件に該当しないこと。
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５ スケジュール         

内容 日程 

企画提案募集開始  平成29年８月14日(月) 

参加表明書提出締切 平成29年８月24日(木)午後５時必着 

質問書提出締切 平成29年８月29日(火)正午 

質問回答 平成29年９月４日(月) 

企画提案書提出締切 平成29年９月11日(月)午後５時必着 

第１次審査結果発表 平成29年９月19日(火) 

第２次審査実施(プレゼンテーション) 平成29年９月29日(金) 

第２次審査結果発表(優先交渉権者決定) 平成29年10月第１週 

契約締結 平成29年10月末  

機器搬入 平成29年12月 

新システム仮稼働・既存システム併用 

実務担当者操作研修 
平成30年１月～ 

既存システム撤去 平成30年２月末 

新システム本稼働 平成30年３月１日 

※プレゼンテーション審査は、第１次審査通過者を対象とし、詳細は第１次審査

通過者に別途説明を行う。企画提案を行う事業者は上記日程に対応なこと。 

※上記スケジュールは、予定であり変更する場合もある。その場合は事前に連絡

を行う。 

 

６ 参加申込の手続き 

本プロポーザルへ参加を希望する者は、次により参加表明書等を提出すること。 

(1) 提出書類 

以下の書類を各１部提出すること 

様式１ 参加表明書 

様式２ 会社概要書 

様式３ 機密保持誓約書 

(2) 提出期限 平成 29 年８月 24 日（木）午後５時必着 

(3) 提出場所 15 に同じ 

(4) 提出方法 持参または郵送により提出 

 

７ 仕様書の交付 
要介護認定支援システム構築及び運用事業 仕様書（以下「仕様書」という。）は、上

記６の参加表明書等が提出され次第、電子メールにより（PDF 形式）交付する。 

 

８ 質問及び回答 
(1) 質問 

質問がある場合は、次により質問書を提出すること。 

① 提出書類 様式４ 質問書 

② 提出期限 平成 29 年８月 29 日（火）正午 

③ 提出場所 

15 に同じ



 

 -4- 

 

④ 提出方法 

ファイルを電子メールにより提出 

提出後、電話連絡等で当広域連合に電子メールの到着確認を行うこと 

(2) 回答 

質問に対する回答は次のとおり行う。 

① 回答日  平成 29 年９月４日（月） 

② 回答方法 全参加者に電子メールにて回答する。 

 

９ 再委託 
提案者が提案の一部について、他社へ業務委託を行う場合は、次により再委託承諾願い

を提出すること。なお、特記事項を遵守すること。 

(1) 提出書類 

 様式５ 再委託承諾願 

(2) 提出部数 

  １部 

(3) 提出の期限、場所、方法 

   10 に同じ 

(4) 特記事項 

① 全ての業務を再委託しないこと。 

② 再委託先の事業者（以下「再委託事業者」という。）の選定、監督並びに再委託事

業者が行った業務の結果及び瑕疵については、提案者が一切の責任を負うこと。 

③ 再委託事業者についても、４ 参加資格の要件を満たすこと。 

 

10 企画提案書の提出 
(1) 提出書類 

様式６ 企画提案書 

任意様式 企画提案書 

様式７  価格提案書 

様式８-１ 価格提案書内訳（構築経費） 

様式８-２ 価格提案書内訳（運用保守経費） 

様式９提案価格内訳書(延長分)  

任意様式 価格提案書内訳明細書 

別紙３機能要件書 

(2) 提出部数 

正本１部、副本 10 部、電子媒体１部 

電子媒体は、正本の内容をＣＤ-Ｒに様式ごと PDF 形式にして格納すること 

(3) 提出期限 平成 29 年９月 11 日（月）午後５時必着 

(4) 提出場所 15 に同じ 

(5) 提出方法 持参または郵送により提出 

 

11 企画提案書の作成 
別紙 1「企画提案書記載項目」及び「仕様書」に示す内容を満たすよう作成し、次によ

り提出すること。 

(1) 企画提案書は、別紙 1「企画提案書記載項目」に則って作成すること。 

(2) 作成上の留意事項 

① 「様式６ 企画提案書」を表紙とすること。 

② 「任意様式 企画提案書」は、Ａ４（縦横問わない）、両面 50 ページ以内とする。 

③ 表題は「南信州広域連合要介護認定支援システム構築及び運用事業に係る提案書」と

すること。
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④ 企画提案書は、説明を要せずとも読んで理解できるよう記述するととともに、わかり

やすさに留意すること。なお、説明は文章を以って行い、図等はその補助として用い

ること。図のみの説明は認めない。 

⑤ 企画提案書の記載内容は、提案価格内ですべて実現可能なものとすること。 

⑥ 評価作業者が漏れなく正確に評価できるよう、編集に配慮すること。 

⑦ 必ずしも企画提案書の内容で契約を保証するものではない。 

 

12 価格提案書の作成 
価格提案書及び価格提案書内訳は、各様式に則って作成すること。 

広域分と 14 市町村分を別に作成すること。 

各様式の作成上の留意事項は以下のとおり。 

 

(1) 価格提案書 

「様式７ 価格提案書」に構築に係る経費を記載すること。 

(2) 価格提案書内訳（構築経費） 

「様式８-１」に構築経費の内訳を記載すること。なお、構築時に必要なサポートパック、

ライセンスも記載すること。 

(3) 価格提案書内訳（運用保守経費） 

「様式８-２」に平成 29 年度から発生する運用保守経費の内訳及び本事業終了後のデー

タ抽出作業に係る経費を記載すること。 

(4) 価格提案内訳明細書 

様式８-１と様式８-２の各項目に対応するよう、任意書式にてハードウェア、ソフト

ウェア、ライセンス等の品名、型番、数量、金額等の明細書を作成すること。 

 (5) 提案価格内訳書(延長分) 

運用期間を６年間延長する場合に必要な費用を様式９の各項目に対応するよう記載す

る。 

(6) 必ずしも価格提案書の内容で契約を保証するものではない。 

 

13 選定 
優先交渉権者の選定は、企画提案書、価格提案書一式、プレゼンテーションの内容につ

いて「要介護認定支援システム更新業務選定委員会」（以下、「選定委員会」という。）

において、「要介護認定支援システム構築及び運用事業 選定評価基準書」に基づき公平

かつ客観的に評価を行い、最も優れた企画提案を行った事業者を優先交渉権者として選定

する。あわせて次点交渉権者も選定する。 

(1) 審査概要 

概要は以下のとおり。 

① 第１次審査 

企画提案書について評価を行い、評価点の高い上位３者程度を第１次審査通過者に決定す

る。 

② 第２次審査 

第１次審査通過者に対してプレゼンテーション及び価格提案書一式の評価を行う。 

(2) 優先交渉権者及び次点交渉権者の決定 

第１次審査と第２次審査の結果から評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、次に

高い者を次点交渉権者とする。同点の場合は、企画提案書評価点が高い者を優先とする。 

(3) 受託事業者の決定 

優先交渉権者は、提案及び契約の内容について当広域連合と協議のうえ、当広域連合の決

定を受けることにより受託事業者となる。ただし、優先交渉権者と協議が調わない場合、

当広域連合は次点交渉権者と協議を行うことがある。 

(4) その他 

① 選定結果は後日、書面により通知する。 

② 選定結果の問い合わせ及び選定等に関する異議等は受け付けない。 
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14 その他 
(1) 参加表明書の提出以降に参加を辞退する場合は、書面により辞退届（任意様式）を提

出すること。 

(2) 各提案書の作成・提出、プレゼンテーション審査の参加等一切の経費は、提案者の負

担とする。また、提出書類等は返却しない。 

(3) 提出書類の著作権の取り扱いについては、提出書類に含まれる著作物の著作権は提案

者に帰属する。なお提出書類は、企画提案選定を行う作業に必要な範囲において、複製

を作成することがある。 

(4) 参加者は、１つの提案しか行うことができない。 

(5) 再委託事業者は、本事業への単独提案を行うことができない。 

(6) 企画提案に関する提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。ただし、当広域

連合が認めた場合はこの限りではない。 

(7) 参加に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成 4 年法律第 51 号）に定め

るもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

(8) 次のいずれかに該当する企画提案は無効とする。 

① 参加者の記名及び押印を欠く場合 

② 誤字又は脱字等により不明確な記載が多い提案 

③ ２通り以上の書類提出がなされた提案 

④ 価格提案書の記載金額が提案上限額を超えた提案 

(9) 次のいずれかに該当する行為をしたものは失格とする。 

① 企画提案に関わる書類に虚偽の記載をした場合 

② 参加表明書に記載された者以外の者が提案を行った場合 

③ その他実施要領等において示した条件等参加に関する条件に違反した場合 

④ 選定委員会関係者と不正な接触等を行った場合 

 

15 担当部署 
〒395-0044 飯田市本町１丁目15 飯田市役所りんご庁舎３階 

 南信州広域連合事務局 介護保険係  

担 当：秋山 ・ 前澤  

 TEL：0265-53-6088 

 FAX：0265-21-5188 

 E-mail(代表)：kouiki-kaigo@minami.nagano.jp 

       

 


