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地方独立行政法人香取おみがわ医療センター会計監査人選定 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 目的 

この要領は、地方独立行政法人香取おみがわ医療センター（以下「法人」という。）の

会計監査人を公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により、選定

するための手続きについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 会計監査人の概要 

（１）業務名 

    地方独立行政法人香取おみがわ医療センター会計監査人業務 

 （２）契約者 

    地方独立行政法人香取おみがわ医療センター 

（３）業務内容 

別紙「地方独立行政法人香取おみがわ医療センター会計監査人業務仕様書」（以下

「仕様書」という。）のとおり。 

なお、受嘱候補者を選定後に仕様の最終調整を行う。 

（４）契約期間 

契約締結日の翌日から締結日の属する事業年度（令和４事業年度）の財務諸表に

ついての地方独立行政法人法（以下「法」という。）第 34 条第１項による市長の承

認の日まで。 

ただし、法第 39 条の規定による解任等特段の事情がなければ、令和５事業年度か

ら令和７事業年度についても再任するものとする。 

 （５）契約上限額 

１事業年度あたり 2,500 千円（消費税及び地方消費税を含まない。）を上限とする

（ただし、監査に要する交通費等の経費は含まない。）。 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。 

（１）公認会計士（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第 16条の２に規定する外国

公認会計士を含む。）又は監査法人であること。また、公認会計士法の規定により、

財務諸表について監査することができる者であること。 

（２）法第 37 条第３項の規定に該当しない者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４の規定のほか、次の各号

に該当しない者であること。 
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   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又は本プロ

ポーザルの公告日前６か月以内に手形又は小切手を不渡りした者。 

  イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁

判所からの更生手続開始決定がなされていない者。 

  ウ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）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なされていない者。 

  エ 同一人が代表者となる者で、重複して企画提案している者。 

（４）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５月 15 日法律第 77

号）第２条第２項に掲げる暴力団又はその構成員、若しくは暴力団の構成員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制下にあり、事実上の運営に影響が及んでいる

（暴力団の利益となる活動を行うことを含む。）者に該当しないこと。 

（５）地方独立行政法人に対する監査業務又は病院に対する監査業務を実施した実績を

有する者。（令和４年４月１日時点） 

 

４ スケジュール 

区分 項目 日程 

公告 実施要領等公表 令和４年５月 25 日（水） 

参加手続き 企画提案書受付期間 令和４年５月 25 日（水）から 

令和４年６月 17 日（金）まで 

質問受付 質問書受付期間 令和４年５月 25 日（水）から 

令和４年６月 ３日（金）まで 

質問書回答 回答の公表 令和４年６月 10 日（金） 

審査 プレゼンテーション及び 

ヒアリング 

令和４年６月 30 日（木） 

選考結果の通知  令和４年７月上旬 

契約 契約協議及び契約締結 令和４年７月中旬（予定） 

 

５ 質問書の提出及び回答 

  本プロポーザルに関する質問については、以下のとおりとする。ただし、企画提案書の

作成及び提出に必要な事項及び業務実施に係る条件に限るものとし、評価及び審査に係

る質問は一切受け付けない。 

（１）提出書類 質問書（様式１） 

（２）提出期限 令和４年６月３日（金）午後５時 15 分 

（３）提出先  事務局：香取市役所福祉健康部健康づくり課地域医療推進室 

（４）提出方法 電子メール 

         なお、電子メールの件名は「香取おみがわ医療センター会計監査人に
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対する質問（社名）」とすること。電子メール送信後は、必ず電話にて

送信の旨を連絡すること。 

 （５）回答方法 令和４年６月 10 日（金）に香取市ホームページへ掲載 

 

６ 参加手続き 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次により企画提案書一式を提出期限までに提

出すること。 

 （１）提出書類 

企画提案書一式は、以下に示す提案内容を説明する資料を示す。特に指定のない

場合は、使用する用紙はＡ４サイズ（片面印刷・縦横自由）として、頁数を標記する

こと。 

なお、所定の様式は香取市ホームページからダウンロードすること。 

① 【表紙】 企画提案書（様式２） 

② 【提案１】会社概要（個人の場合はこれに準ずる書面） 

会社名、会社設立年月日、所在地、技術者数、業務概要、経営規模、

経営状況を必ず記載すること。 

※企業パンフレット等を作成している場合は、最新のものを添付

すること。 

③ 【提案２】実績一覧表（様式３） 

④ 【提案３】基本姿勢書（様式４） 

本業務を実施するに際しての基本的な取組姿勢及び方針を記載す

ること。 

⑤ 【提案４】業務実施体制（様式５） 

⑥ 【提案５】配置予定者の経歴及び業務実績（様式６） 

⑦ 【提案６】業務工程表（Ａ３サイズ横方向で作成し、片袖折り） 

現時点で想定している作業スケジュールを記載すること。 

⑧ 【提案７】企画提案 

⑨ 【提案８】業務参考見積書 

見積金額は税抜きとする。また、業務内容のそれぞれについて、

内訳が分かるように見積もること。 

上記の他、業務に伴い発生が想定される経費（交通費及び宿泊費）

の回数及び金額を見積もること。 

    ⑩ 【その他】誓約書（様式７） 

 （２）製本方法 

提出書類は、【表紙、提案１～提案８】の順番にインデックスを付し、簡易なＡ４

ファイルに綴じて提出すること。なお、ファイルの表紙及び背表紙には題名（「地方



4 

 

独立行政法人香取おみがわ医療センター会計監査人業務企画提案書」及び提案者名

を記載すること。 

 （３）提出期限 

令和４年６月 17 日（金）午後５時 15 分（必着） 

（４）提出先 

前記５（３）に同じ 

 （５）提出部数 

10 部（押印が必要なものについては、正本１部のみ押印。残りの９部は複写可と

する。） 

 （６）提出方法 

持参又は郵送 

ただし、持参の場合は土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時 30分から午後５

時 15 分までとし、予め電話連絡の上で持参すること。 

郵送の場合は、提出期限までの必着とし、到着確認も行うこと。 

（７）留意事項 

企画提案書の提出後は、書類に記載される内容の追加及び変更は認めない。ただ

し、事務局は必要に応じ、追加資料の提出を求める場合がある。 

 

７ 企画提案に係るプレゼンテーション及びヒアリング 

次により企画提案書等に係るプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。 

（１）令和４年６月 30 日（木）にプレゼンテーション及びヒアリングを行うものとする。

なお、実施時刻及び会場については、別途電子メール等で通知する。 

（２）プレゼンテーションは非公開とする。 

（３）プレゼンテーションは、１社ずつの呼び込み方式とし、１社の持ち時間は、基本的

に説明 20 分、ヒアリング 10 分の計 30 分程度とする。 

（４）プレゼンテーションは、本業務に直接携わる予定担当者が行うものとする。 

（５）出席者は１社４名以内とする。 

（６）プレゼンテーションの内容は、提出のあった企画提案書に基づくものとし、資料の

追加配布は認めない。 

（７）説明時は、プロジェクターの使用を可とする。その場合はプロジェクター、ＰＣ、

データ及びＵＳＢケーブル等を持参すること。なお、スクリーンは事務局で用意す

る。 

（８）企画提案に係るプレゼンテーション等に関するものの他、業務全般に関する総合的

なヒアリングを行う。 

（９）プレゼンテーション及びヒアリングの順番は、企画提案書の受付順とする。なお、

辞退が出た場合は、順次繰り上げる等の方法により対処する。 
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８ 企画提案書の評価 

 企画提案書等について、以下により評価する。 

 （１）企画提案書等の評価項目 

企画提案書及びプレゼンテーション等の内容に関する評価は、次の各項目につい

て総合評価方式により行う。 

   ① 監査業務の受注実績 

   ② 業務の取り組み姿勢 

   ③ 業務の実施体制及び配置予定者の業務実績、経験及び能力等 

   ④ 提案内容に対する的確性、質問に対する応答の明確性 

   ⑤ 業務参考見積の金額の妥当性及び提案内容との整合性 

（２）企画提案書等の評価割合及び基準 

評 価 項 目 評価割合 評価基準 

１ 実績 

   監査業務の受注実績 
10/100 

別表 

２ 姿勢 

   業務の取り組み姿勢 
15/100 

３ 体制 

   実施体制、配置予定者の経験、能力等 
15/100 

４ 企画提案 

提案内容に対する的確性、質問に対する 

応答の明確性 

50/100 

５ 価格 

   業務参考見積 
10/100 

合     計 100/100  

 

９ 審査及び選定方法  

（１）選定審査会の設置 

地方独立行政法人香取おみがわ医療センター会計監査人選定審査会（以下「審査

会」という。）を設置し、各委員がそれぞれ審査を行う。 

 （２）審査方法 

審査方法は、選定委員各人の持ち点は均一とし、各社に対し１人あたり評価点の

合計を 100 点満点として評価する。選定委員ごとに評価した結果、提案者の順位づ

けを行い、順位が上位になるにしたがって１点を加点する方式で、提案者ごとの順

位点数を集計し、その合計点数により最終的に順位を決定する。 

 （３）選定方法 

公募型企画提案方式（プロポーザル方式）により選定する。 
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審査の結果、最高得点者を第一位受嘱候補者とする。ただし、最高得点者が複数

あるときは審査会の議決により選定する。 

なお、選定する受嘱候補者は、委員全員の評価点の平均が 60 点を超える者とする。

また、提案者が１社であった場合でも、審査を行うものとする。 

 

10 審査結果の通知・公表 

（１）審査結果については、企画提案書に記載された担当者あてに電子メールで通知する

とともに、業務の受嘱候補者を香取市ホームページで公表する。 

（２）選考の理由、経過及び結果に対する問い合わせ、異議等には一切応じないものとす

る。 

 

11 契約の締結 

契約は、法人と締結するものとし、審査により第一位受嘱候補者となった者と契約締結

に向けた協議を行い、合意に達した場合には、速やかに契約を締結する。 

法人と第一位受嘱候補者との契約が成立しない場合は、第一位受嘱候補者との協議を終

了し、第二位受嘱候補者と協議を行うものとする。 

今回の選任は、令和４年度から令和７年度までの複数事業年度を前提としているが、法

人との契約は単事業年度契約となる。なお、令和５年度から令和７年度までの契約は令和

４年度の契約を基本とするが、業務内容に応じて契約内容の変更を行うことがある。 

 

12 辞退 

企画提案書提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、辞退届（任意様式）を令

和４年６月 17 日（金）午後５時 15 分までに、事務局に持参又は郵送すること。郵送の場

合は上記期限までの必着とし、到着確認も行うこと。 

なお、本プロポーザルを辞退した者に対して、その辞退を理由として不利益な取り扱い

は行わないものとする。 

 

13 失格 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

 （１）本プロポーザルの提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合 

 （２）提出物に虚偽の記載があった場合 

 （３）プレゼンテーションの時間に遅れた場合又は出席しなかった場合 

 （４）その他、審査会が不適当と認める場合 

 

14 その他 

（１）企画提案書等の作成、提出等に要する費用は、提案者の負担とする。  
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（２）企画提案書提出後の差し替え等は認めない。  

（３）提出された企画提案書等は、返却しないものとする。  

（４）提出された企画提案書等は、提案者に無断での利用はしない。ただし、本プロポー

ザルの手続き及びこれに係る事務処理に必要な範囲において、企画提案書等の複製、

保存等を行う。 

 

15 問い合わせ及び書類提出先 

  〒287-8501 

千葉県香取市佐原ロ 2127 番地（香取市役所１階） 

事務局：香取市役所福祉健康部健康づくり課地域医療推進室 担当：菅谷・奈良 

  電話：0478-79-8870（直通） 

FAX：0478-79-8871 

  電子メール：iryou@city.katori.lg.jp 

  ※市役所開庁時間は、平日午前８時 30 分から午後５時 15 分 

  



 

 

（別表） 

評 価 基 準 

評価項目 配点 

【提案１】【提案２】 

１ 実績 

監査業務の受注実績 

  
 本業務を遂行できる十分な能力を有しているか。 

 十分な実績を有しているか。 
10 

【提案３】 

  ２ 姿勢 

業務の取り組み姿勢 

   提案者の業務の取組みに対する基本姿勢、熱意などを評価する。 15 

【提案４】【提案５】 

  ３ 体制 

実施体制、配置予定者の経験、能力等 

  
業務責任者及び担当者の資格・実績を評価する。特に、過去に携わった

同種の業務内容及び携わった立場などについて総合的に評価する。 
15 

【提案６】 

  ４ 企画提案 

提案内容について１ 

  
○工程計画 

本業務を遂行するにあたり、適切なスケジュールが計画されているか。 
10 

【提案７】 

４ 企画提案 

提案内容について２ 

 

〇専門的な視点からの監査 

 経営の健全化のために効率的かつ効果的な監査業務が期待できるか。 

 透明性の高い病院運営の確保が期待できるか。 

20 

【提案７】 

４ 企画提案 

企画提案書の内容、プレゼンテーションの内容全般 

  
 企画提案書の内容、プレゼンテーションの内容全般にわたり、内容が分

かりやすく的確で説得力があるか。 
10 

【提案７】 

  ４ 企画提案 

コミュニケーション能力 

   質問に対する応答が明快で、かつ迅速であるか。 10 

【提案８】 

  ５ 価格 

業務参考見積 

   見積金額が妥当な額であり、かつ提案内容との整合性がとれているか。 10 

合  計 100 

 


