
 

 

 

 

福井県立病院医業未収金個人負担金等回収業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 2月 

 

福 井 県 立 病 院 



福井県立病院医業未収金個人負担金等回収業務委託に係る公募型プロポーザル実施要綱 

  

１ 業務概要 

(1) 業 務 名 福井県立病院医業未収金個人負担金等回収業務委託 

(2) 業務目的  医業未収金個人負担金の回収について、ノウハウを持つ民間事業者に業務

を委託することにより、効率的に未収金の回収を進め、県民負担の公平性

を確保するとともに、未収金残高を縮減し、病院運営の改善を図ることを

目的とする。 

 (3) 業務内容  別添「福井県立病院医業未収金個人負担金等回収業務仕様書」のとおり 

(4) 期   間   令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

２ 公募型プロポーザルの実施要綱等の交付期間 

   令和４年２月７日（月）から令和４年２月１８日（金）まで 

 

３  参加資格要件 

   以下の要件を全て満たすものとする。 

(1)  福井県財務規則（昭和 39 年福井県規則第 11 号）第 146 条に規定する競争入札参

加資格を有している者または企画提案書等の提出期限（令和４年３月４日（金））ま

でに参加資格を取得する見込みのある者 

    ※競争入札参加資格審査申請書（物品購入等）の提出先および問い合わせ先 

      〒９１０－８５８０ 

       福井県福井市大手３丁目１７－１ 福井県庁６階 

        福井県会計局会計課 総務第三グループ 

        TEL 0776-20-2053  

(2)  福井県立病院医業未収金個人負担金等回収業務委託仕様書に定める業務を確実に

実施することができること。 

(3)  地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者

であること。 

(4)  弁護士法（昭和 24年法律第 205号）第４条に規定する弁護士または同法第３０条

の２に規定する弁護士法人であること。 

(5)  参加資格認定の日において、現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこ

と。 

(6)  参加資格認定の日において、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および会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更

生手続き開始の申立てまたは破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定による破産手



続開始の申立てが行われている者でないこと。 

(7)  次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員また

はその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同

じ。）が暴力団員（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をいう。以下同じ。）で

ある者 

    イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与して

いる者 

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

     エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を

供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与

している者 

     オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者 

  

４ 参加手続き 

(1) 参加申込書等の様式の入手 

参加に必要な様式は、福井県立病院ホームページからダウンロードするか、福井県立

病院医療サービス課で受け取ること。 

福井県立病院ホームページ   URL: https://fph.pref.fukui.lg.jp 

(2) 提出書類           

  参加を希望する者は次の書類を提出すること。 

参加申込書（様式１）     １部 

 【添付資料】 

・弁護士の資格を証明する書類 

（当該資格を証明する書類の写し、弁護士法人の場合は履歴事項全部証明書の写し） 

・財務諸表貸借対照表及び損益計算書（直近１年分） 

・事務所等の概要を紹介したパンフレット等 

   ・福井県競争入札参加決定通知書（写） 

    ※ 公告の日以降に申請書を提出している場合はその写しでよい。 

ただし、企画提案書の提出期限（令和４年３月４日（金）１７時）までに 

福井県競争入札参加決定通知書（写）を提出すること。 



(3) 提出期限 

令和４年２月１８日（金）１７時（必着） 

福井県立病院医療サービス課まで持参または郵送（期限内必着のこと。） 

 

(4) 質問の受付および回答 

実施要綱、仕様書等に関する質問がある場合には、質問書を提出すること。回答は、

令和４年２月１８日（金）までに福井県立病院のホームぺージに掲載する。 

  ① 提出書類   質問書（様式２） 

  ② 提出期限    令和４年２月１４日（月）１７時（必着） 

  ③ 提出方法   持参、郵送（期限内必着のこと。）、ファクシミリまたは電子メールで行

うこと。ファクシミリまたは電子メールによる場合は、電話により受信

を確認すること。なお、電話または口頭による質問は受付けない。 

④ 提 出 先   ９「問い合わせ先」に同じ 

 

（5）参加資格の結果 

   参加資格の結果は、令和４年２月２２日（火）１７時までにファクシミリまたは電子

メールにて行う。 

 

(6) 参加資格を受けられなかったものに対する理由の説明 

 ア 参加資格を受けられなかった申請者は、書面によりその理由について説明を求める

ことができる。この場合においては、令和４年２月２５日（金）１５時までにファク

シミリまたは電子メールにて行うこと。 

 イ アの書面の提出があった時は、令和４年２月２８日（月）１７時までに当該書面を

提出した申請者に対し、ファクシミリまたは電子メールにて回答する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 企画提案に関する資料の提出 

(1) 提出書類 

企画提案書(様式３)    各５部（※１部を正本とし、残り４部は複写で可） 

企画提案書には次の項目について記載すること。 

 

様       式 項                          目 

業務実施方針 

(様式３－１) 
診療費等未収金回収業務を受託するにあたっての実施方針・目標 

業務受託実績 

(様式３－２) 

① 医療機関（民間含む）の診療費等未収金回収業務の受託実績 

② 国、地方公共団体等から受託した収納業務の実績 

業務実施体制 

(様式３－３) 

① 本委託業務を実施する組織体制、人員配置及び分担業務 

② 適切な業務実施に向けての体制整備 

法令遵守体制 

(様式３－４) 
法令遵守についての考え方および体制等 

個人情報保護体制  

(様式３－５) 
個人情報保護についての考え方および具体的な取組等 

業務の実施方法（支払案内） 

(様式３－６) 
文書や電話による支払案内の実施方法 

業務の実施方法 

（集金・債権管理・報告） 

(様式３－７) 

① 集金・債権管理業務の実施方法 

② 報告業務の実施方法 

総合的な実効性 

(様式３－８) 

① 全体の業務フロー図とその説明 

② 効率的な回収を図るための独自の技術・ノウハウ 

成功報酬率 

（様式３－９） 
成功報酬率 

 

(2) 提出期限 

令和４年３月４日（金）１７時（必着） 

福井県立病院医療サービス課まで持参または郵送（期限内必着のこと。） 

 

 (3)  提出先 

   ９「問い合わせ先」に同じ 

 

 



６ 選考方法 

(1) 審査方法 

審査委員会を設置し、企画提案書等の内容に基づいて審査およびヒアリングを行い、

最優秀提案者および次点を選定する。 

 

(2) 評価項目・評価の観点と基準 

評 価 項 目 評 価 の 観 点 と 基 準 

(1)業務実施方針 業務実施方針が福井県立病院の考え方に適合するか評価 

(2)業務受託実績 過去の受託実績を評価 

(3)業務実施体制 業務を遂行できる体制であるかを評価 

(4)法令遵守体制 法令を遵守する体制にあるかを評価 

(5)個人情報保護体制 個人情報保護のための対策が整備されているかを評価 

(6)業務の実施方法 入金案内・集金・債権管理・報告業務を評価 

(7)業務の総合的な実効性 業務フローやノウハウを総合的に評価 

(8)成功報酬率 成功報酬率の低いものを評価 

 

(3) 参加が無効となる場合 

参加申込書、企画提案書およびその他添付書類が次の項目に該当する場合は、参加を

無効とする場合がある。 

① 提出期限、提出方法、提出先の全部または一部が適合しないもの 

② 虚偽の内容が記載されているもの 

  

  (4) 審査委員会の開催 

日時：令和４年３月１０日（木） １３時～ 

    場所：福井県立病院 ５階 中会議室２  

       ※オンラインによるプロポーザルを想定 

        Web会議システムとして Microsoft Teamsを使用 

詳細については追って連絡する。 

 

 

 

 

 

 



(5) 審査結果の通知と公表 

① 結果の通知 令和４年３月中旬予定 

② 選定結果のうち、以下の項目を福井県立病院のホームページ等で公表する。 

・提案数 

・採択された提案者名、提案内容、採択の理由 

・得点状況（不採択となった個々の提案者の名称は公表しない。） 

７ 選定後の手続き 

(1) 発注者は、選定された最優秀提案者と別途協議を行い、協議が整った場合は契約を締

結する。 

(2) 選定された最優秀提案者との協議が整わない場合には、最優秀提案次点者と同様の契

約手続きを行う。 

（3）参加申込書を提出した後に辞退する場合は、辞退理由を記載した辞退届（任意）を提

出すること。 

 

８ 留意事項 

(1) 参加に必要な経費は、参加者の負担とする。 

(2) 提出された書類等は変更および返還を求めることができない。ただし、提出期限前に

ついてはこの限りではない。なお、提出された提案書は、提案者の選定および提案者

の評価・審査以外に提出者に無断で使用することはない。 

(3) 参加申込書を提出した後に辞退する場合は、辞退理由を記載した辞退届（任意）に提

出すること。 

 

９ 問い合わせ先 

(1) 書類等の取扱および問い合わせ窓口 

〒910-8526福井県福井市四ツ井２丁目８－１ 

福井県立病院医療サービス課  電話 0776-54-5151 （内線 2067） 

                                 FAX  0776-57-2916 

                                          電子メール kenbyo@pref.fukui.lg.jp 

(2) 書類等の交付および提出、問い合わせ等は平日午前９時から午後５時までとし、土曜

日、日曜日および祝日を除く。 

 


