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Ⅰ．枚方市委託業務総合評価一般競争入札実施要領 

 

  

国民健康保険・医療助成システム再構築業務委託（合併）の公告に基づく総合評価一般競

争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。  

 

 

１．発注内容  

(1) 発  注  番  号  28SA-2 ※再発注 

 

(2) 業 務 名   国民健康保険・医療助成システム再構築業務委託（合併）  

 

(3) 業務場所・概要 枚方市指定場所  

 

以下の国民健康保険・医療助成システムにおける構築業務全

般（データ移行・検証等含む）。 

・国民健康保険 

  ①宛名 

  ②資格 

  ③賦課 

  ④収納 

  ⑤滞納 

  ⑥給付 

 ・医療助成 

  ①宛名 

  ②子ども医療費助成 

  ③ひとり親家庭医療費助成 

  ④障害者医療費助成 

 ⑤老人医療費（一部負担金相当額等一部助成）助成 

 

(4) 契  約  期  間 契約締結日から平成 30年３月 31日まで  

 

(5) 落  札  方  式  総合評価制限付き一般競争入札  

 低入札価格調査対象業務  
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(6) 予  定  価  格  事後公表  

  ※ 消費税及び地方消費税を含まない。  

 

(7) 調査基準価格  予定価格の 60％ 

（事後公表・小数点以下の端数がある場合は切捨て。） 

※ 消費税及び地方消費税を含まない。  

 

(8) 支 払 条 件  部分払１回、完了払  

 

(9) 議 会 の 議 決  不要  
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(10) 発注スケジュール 

入札説明書等公表 平成 28年８月８日（月）  枚方市ホームページにて公表 

入札説明書等に対

する質疑・回答 

質疑締切

日時 

平成 28年８月 24日（水）

正午まで 後記の「４．設計図書等に関す

る質疑回答」を参照。 
回答日時 

平成 28年８月 29日（月）

午後１時から 

書類提出期限  

（入札に関する書

類及び提案に関す

る書類） 

平成 28年９月７日（水） 必着 
後記の「５．入札参加手続き及

び関係書類の提出」を参照。 

入札参加資格審査

結果通知日  
平成 28年９月９日（金）  

後記の「９．入札参加資格の審

査及び審査結果の通知」を参照。 

開札日時 
平成 28年９月 12日（月）  

午後１時 30分  
後記の「10．開札」を参照。 

提案書審査・ 低入

札価格調査 

開札後から９月下旬まで  

 

提案書審査等に係るヒアリング期間  

平成 28年９月 14日（水）から  

平成 28 年９月 23 日（金）までの予

定  

※提案書審査等に係るヒアリングの

うち、業務機能要件一覧に係るもの

については、本市の質問項目に対し

てシステムの実機確認（デモ版は不

可）を行う。なお、その際に必要な

機器等については、入札参加者にて

用意すること。 

提案書審査等に係るヒアリング

日時については、個別に通知す

る。 

落札候補者の決定 平成 28年 10月中旬の予定  

落札候補者の公表は枚方市ホー

ムページにて行う。 

落札候補者のみ提出の必要な書

類については、後記の「12． 開

札後提出書類（落札候補者の

み）」を参照。 

落札者決定  平成 28年 11月上旬の予定  
落札者の公表は枚方市ホームペ

ージにて行う。 

本契約締結日  平成 28年 11月中旬の予定  
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２．競争入札参加資格及び発注条件  

入札参加者は、下記の項目をすべて満たしていること。  

(1) 本市において、「その他委託」の「電算処理」で登録している者であること。  

(2) 平成 28年４月１日現在、「国民健康保険パッケージシステム」・「医療助成パッケー

ジシステム」の稼動実績を有すること。国民健康保険については、中核市要件であ

る人口 20 万人以上の市において、資格・賦課・給付業務が並行稼動している状態

を実績と認める。医療助成については、「１．（３）業務場所・概要」で示すいずれ

かの業務（宛名を除く）が人口 20 万人以上の市において稼動していれば、実績が

あると認める。 

(3) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）によりプライバシーマーク制度

の認証、又は JIPDEC に認定された審査登録機関により情報セキュリティマネジメ

ントシステム（ISMS）の認証を受けていること。 

(4) 入札参加申込、入札書提出締切日において、枚方市入札参加停止、指名停止等の措

置に関する要綱に基づく入札参加（指名）停止措置を受けていないこと。  

(5) 入札参加申込、入札書提出締切日において、枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱

に基づく入札等除外措置を受けていないこと。  

(6) 枚方市暴力団排除条例に基づく誓約書及び役員等に関する調書を本市に提出して

いること。  

(7) 入札参加申込、入札書提出締切日において、営業停止中でないこと。  

(8) 会社更生法による更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法によ

る再生手続開始の申立てがなされている者等経営状況が著しく不健全でないこと。  

(9) 入札参加時点において納期限の到来した国税（申告所得税又は法人税及び消費税）

を完納していること。  

(10) 枚方市委託業務総合評価一般競争入札評価員が属する企業又はその企業と資本面

または人事面において関連がある者でないこと。  

(11) 本業務を受注した者は、業務完了時（複数年契約の場合は年度ごと）に次の書類を

提出すること。  

・労務者賃金支払い状況報告書  

 （枚方市ホームページ内「入札･契約情報」から「総合契約検査室ホームページ」

＞「様式ダウンロード」＞「その他委託業務請負契約様式集」＞「様式 16」に

様式あり。）  

(12) 本件に係る消費税率については、8％の税率で契約締結するものとする。従って、

入札金額は、税抜金額（契約希望金額の 108分の 100に相当する金額）で入札する

こと。  

(13) その他、本仕様の内容を充足すること。  
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３．総合評価に関する事項  

「Ⅱ．落札者決定基準（評価項目・評価点・評価内容）及び落札者の決定について」のと

おり  

 

４．設計図書等に関する質疑回答  

(1) 質疑締切日時  平成 28年８月 24日（水） 正午まで  

(2) 提出先   枚方市 財務部 総合契約検査室  

(3) 提出方法   Ｅメールにて受付。 

  枚方市ホームページ内「入札･契約情報」から「総合契約検査室ホー

ムページ」＞「様式ダウンロード」より質疑回答書をダウンロード

し、質問事項を記載の上、メールに添付して送信すること。  

 （Ｅ-mailアドレス）keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp 

(4) 質疑回答日時  平成 28年８月 29日（月） 午後１時より  

(5) 回答方法  枚方市ホームページ内「入札・契約情報」から 

 「総合契約検査室ホームページ」＞「質疑回答公表」にて回答する。 

 

５．入札参加手続き及び関係書類の提出  

入札参加を希望する者（以下「入札参加者」という。）は、次の【入札に関する書類】【提

案に関する書類】の２種類について、それぞれ所定の方法で提出（郵送による）しなければ

ならない。なお、書類提出期限である平成 28 年９月７日（水）までに関係書類を提出しな

い者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 

 

【入札に関する書類】 

 
書類名 部数 備考 

１ 入札書（様式 価格－１） 
１部 

専用封筒を使用すること。  

（平成 28 年８月８日（月）から土、

日、祝日を除く午前９時から午後５時

30 分までの間で総合契約検査室にて

配布。） 

２ 入札価格内訳書（様式 価格－２） 

１部 

(1) 消費税及び地方消費税を含まない金額で記入すること。  

(2) 入札書に記載の入札金額と入札価格内訳書の合計金額は、一致した金額とすること。  

(3) 入札書は､入札書封筒(青色)に入れ、封緘すること。  

(4) 入札書封筒（青色）の表面に、入札日、発注番号及び件名を、裏面に会社の住所、

商号又は名称及び代表者職氏名を記入し､届け出た使用印鑑で押印（裏面割印）す
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ること。  

(5) 入札書が封緘された入札書封筒（青色）と入札価格内訳書を、入札書在中封筒（緑

色）に入れ、封筒裏面の発注番号、件名、会社の住所、商号又は名称、代表者職氏

名及び電話番号を記入（入札書在中封筒の差出人の下の余白には業者登録番号も記

入）のうえ、入札書在中封筒（緑色）を｢一般書留郵便｣又は｢簡易書留郵便｣で、書

類提出期限までに枚方郵便局（枚方北局・枚方東局は不可）に必着するように郵送

すること。なお、入札が終わるまで差出控えを保管すること。  

 

【提案に関する書類】 

 書類名 部数 備考 

１ 
入 札 参 加 

関係 

総合評価一般競争入札参加申請書

（様式－申請書） 
１部  

２ 
総 合 評 価

関係 

業務提案書目次（様式－目次） 

技術評価提出書類（様式 技術－１） 

稼動実績報告書（様式 技術－２） 

ハードウェア・ソフトウェア構成（様

式 技術－３） 

システム運用概要（様式 技術－４） 

業務機能要件一覧表（回答分）（様式

技術－５） 

障害者雇用状況報告書（様式 社会－

１） 

セクシュアル・ハラスメント研修実

施報告書（様式 社会－２） 

人権研修実施報告書（様式 社会－

３） 

各２部 

・「Ⅱ．落札者決定基準（評

価項目・評価点・評価内容）

及び落札者の決定につい

て」を参照の上で作成する

こと。  

・作成した書類のうち、１

部はＡ４版縦長横開きの

ファイルに綴り、背表紙に

会社名を記入すること。も

う１部については、各書類

の「所在地・商号又は名

称・代表者職氏名」の記載

欄を全て空白（空白にする

ことが出来ない場合は黒

塗）にして、別ファイルに

綴ること。 

３ 
そ の 他 関

係書類 

労働・社会保険諸法令遵守状況報告

書（様式 社会－４）  
１部  

(1) 書類の提出については、後記の 23. 問い合わせ先等を参照のうえ、任意の封筒に

て枚方郵便局留に郵送するものとし、書類提出期限までに枚方郵便局（枚方北局・

枚方東局は不可）に必着していること。持参、電送等によるものは受け付けない。  

(2) 資料の作成に係る費用は、入札者の負担とする。なお、提出された資料は一部（契

約書等の原本）を除き原則として返却しない。  

(3) 上記（様式－目次）、（様式 技術－１）～（様式 技術－５）、（様式 社会－１）～

（社会－４）の書類については、記録媒体（CD－R）を 2枚作成して提出すること。
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なお、ファイルの形式は、Microsoft Office2007 での判読が可能なものとするこ

と。 

(4) 枚方市は、提出された個人情報について、枚方市個人情報保護条例に基づき、適切

に取扱うものとする。  

 

６．入札書提出に関する事項  

(1) 落札金額決定に当たっては、入札金額に当該金額の 100分の８に相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当す

る金額で入札を行うこと。  

(2) ５．入札参加手続き及び関係書類の提出の【入札に関する書類】に掲げる書類の提

出後は、入札の辞退はできない。  

 

７．入札の中止  

入札者又は入札の参加資格の審査により当該入札の参加を認められたものが２人に満た

ないときは、入札を中止するものとする。ただし、公告を再度行って実施する一般競争入札

については、この限りではない。  

 

８．入札の無効  

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。  

(1) ２．競争入札参加資格及び発注条件に掲げる競争入札参加資格のない者及び虚偽の

申請を行った者のした入札並びに本業務に係る入札説明書において示した条件等

入札に関する条件に違反した入札  

(2) １．発注内容(10)発注スケジュールに掲げる書類の提出期限までに、必要書類の提

出がない者がした入札。なお、枚方市が書類の追加を求めた場合、その追加書類に

ついて枚方市の指定する期日までに提出がない場合も同様とする。  

(3) 入札金額と入札価格内訳書の合計金額が一致しない入札又は入札価格内訳書に不

備のある入札  

(4) 枚方市契約規則第 33条第１項第１号から第 12号までのいずれかに該当する入札  

 

９．入札参加資格の審査及び審査結果の通知  

入札参加者の入札参加資格を審査し、その結果を入札参加者に対しＦＡＸにて通知する。  
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※第三者を介し、入札参加者名等を探る行為は､本市の入札参加（指名）停止措置になる

のみでなく､刑法第 96 条の 6 第 1 項｢公契約関係競売等妨害｣に抵触する可能性がある。

当該事実があれば、警察当局へ報告する等、毅然と対応するので了知されたい。  

 

１０．開札  

(1) 開札は、立会人の立会いのもと実施する。開札結果については、落札候補者の公表

時に行う。枚方市ホームページ内「入札･契約情報」から「総合契約検査室ホーム

ページ」＞「総合評価関係」にて公表する。  

 

開札日 平成 28年９月 12日（月） 午後１時 30分  

場  所  枚方市役所 本館３階 第４会議室（入札室）  

 

(2) 立会人の選任については、入札参加資格審査結果と同時に個別連絡を行う。「立会

人」に選任された者は、必ず開札日時に指定場所へ来庁すること。  

代表者以外の方が来庁される場合は、立会人委任状（様式－立会人委任状）を持参

すること。  

 

１１．低入札価格調査  

(1) 当該入札においては、地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の規定を適用し、調

査基準価格を設ける。  

(2) 「Ⅱ．落札者決定基準（評価項目・評価点・評価内容）及び落札者の決定について」

を満足した入札者の中で、総合評価値が最も高い入札者において、その入札価格が

契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準である

調査基準価格を下回る価格であったときは、低入札価格調査対象として調査及び審

査を行う。  

(3) 調査基準価格を下回る入札であった場合については、低入札価格調査関係の書類を

改めて提出しなければならない。なお、入札価格の積算根拠の補足説明となる書類

等について、別途提出を求める場合がある。 

 

低 入 札 価

格 調 査 関

係 

入札価格説明書（様式１） 1部 

低入札価格調査関係の書類提

出については、対象者に対し、

提出期限等を改めて個別に指

定する。 

手持業務状況一覧表（様式２） 1部 

配置労務者賃金支払予定表（様式３） 1部 

入札価格詳細内訳書（様式４） 1部 
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１２．開札後提出書類（落札候補者のみ） 

落札候補者となった場合には、次の書類を本市の指示する提出締切日までに提出すること。

提出先は、枚方市財務部 総合契約検査室窓口とし、受付は持参のみとする。 

 

【落札候補者が提出する書類（開札後提出書類）】 

 書類名 形式 部数 備考 

１ 

「２．競争入札参加資格及び発注

条件(2)」で求める元請実績を証

する書類 

紙面 各 1部 

契約書原本とその写し、設計

書・仕様書等業務内容を示す

もの 

２ 
作業責任者の業務経験を示す経

歴書 
紙面 1部 任意様式 

３ 
作業責任者の雇用関係を証明す

る書類 
紙面 1部 

健康保険被保険者証の写し、

住民税特別徴収税額（変更）

通知書の写し、雇用保険者証

の写しのいずれか 

４ 
財務諸表 

（直近の決算状況がわかるもの） 
紙面 1部 

【法人の場合】 

貸借対照表、損益計算書等 

【個人の場合】 

収支計算書等 

５ 

一般財団法人日本情報経済社会

推進協会からプライバシーマー

ク付与認定を受けている、又は

ISMS 認証を取得していることを

証明する書類 

紙面 1部 

プライバシーマーク使用許諾

証、又は ISMS認証取得を証す

る登録証の写し 

６ 
その他、落札候補者に対し本市が

指定する書類 

「Ⅱ．落札者決定基準(評価項目・評価点・評価内

容)及び落札者の決定について」の中で、落札候補

者のみ開札後提出を求める書類のほか、その都度、

本市より指示したもの。 

 

 

１３．入札保証金 

枚方市契約規則第 23条第２号のイの規定に基づき免除とする。 

なお、入札保証金の納付を免除された者で、落札をしながら、正当な理由がなく契約を締

結しないときは、同規則第 25 条の規定に基づき、落札金額の 100 分の３に相当する金額を

違約金として徴収する。 
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１４．予定価格及び調査基準価格の公表 

本入札においては、予定価格及び調査基準価格については事後公表するものとする。 

予定価格及び調査基準価格は、それぞれ消費税及び地方消費税の額を含まない金額である。 

ただし、入札価格が予定価格を超える場合は、その入札参加者は、失格とする。 

 

 

１５．入札結果の公表 

落札者が決定した時は、速やかに入札結果を枚方市ホームページ内「入札･契約情報」か

ら「総合契約検査室ホームページ」＞「総合評価関係」にて公表する。公表内容は、入札参

加者名及び入札参加者別評価点（評価項目ごとの総点及び個別点並びにこれらの合計点）と

する。 

 

 

１６．契約の締結  

(1) 契約書は、本市所定のものを使用する。  

(2) 契約の締結に際しては、契約金額の 100分の５に相当する額以上の額の契約保証金

を納めなければならない。  

(3) 前号に規定する契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって、これに代え

ることができる。  

① 国債、地方債その他政府の保証のある債券、金融債、公社債又は契約主管課長

が確実と認める社債  

② 銀行又は契約主管課長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払い保証を

した小切手  

③ 銀行又は契約主管課長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業

に関する法律第２条第４項に規定する保証事業会社の保証  

(4) 次のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除する。  

① 保険会社との間に枚方市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保

険証券が提出されたとき。  

② 債務の履行を保証する履行保証契約を締結し、当該保険証券が提出されたとき。  
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１７．契約を締結しない場合  

入札締切日から本契約締結日までの期間において、落札者が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、当該落札者と契約を締結しない。この場合において、当該落札者は違約金として

落札金額の 100分の３に相当する金額を枚方市に支払わなければならない。また、当該落札

者が正当な理由がなく契約を締結しない場合も同様とする。  

(1) 枚方市入札参加停止、指名停止等の措置に関する本市の要綱に基づく入札参加（指

名）停止の措置を受けたとき又は同要綱別表に掲げる措置事由に該当したとき。  

(2) 枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当し、入札等除外

措置を受けたとき。  

(3) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による

再生手続開始の申立てを行ったとき。  

(4) 営業停止の処分または業務委託を行うに必要とする許可等が取消されたとき。  

(5) 提出書類等に虚偽があった場合。  

 

 

１８．談合その他不正行為の対応について  

本入札について、談合その他不正行為が認められた場合は、公正取引委員会及び警察当局

へ通報するなど、厳正に対応するので了知されたい。  

 

  

１９．一括再委託等の禁止について 

(1) 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分を第三者

に委任し、又は請け負わせてはならない。  

(2) 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け合わせようとするときは、あら

かじめ、本市の承諾を得なければならない。  

 

 

２０．秘密の保持について  

(1) 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

(2) 受注者は、本市の承諾なく、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた

記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。  
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２１．契約条項（契約書）を示す場所等 

(1) 大阪府枚方市大垣内町２丁目１番 20号 枚方市役所 財務部 総合契約検査室 

(2) 枚方市ホームページ内「入札･契約情報」から「総合契約検査室ホームページ」＞

「入札契約制度」＞「約款」＞「その他委託業務」＞「１.成果としての目的物の

引渡しがある請負契約用」に掲載。 

 

 

２２．その他 

◇配布書類一覧表 

次の表に示すとおり。枚方市ホームページ内「入札･契約情報」から「総合契約検査室

ホームページ」＞総合評価関係により交付する。 

 

 書類名 ファイル形式 

設 計 図 書

等 

入札説明書 

PDF形式 「国民健康保険・医療助成システム再構築業務委託

（合併）」PDF形式 仕様書 

入 札 参 加

関係書類 
総合評価一般競争入札参加申請書（様式－申請書） 

Word形式 

（様式集として１つの

ファイルになっている） 

入 札 関 係

書類 

入札書（様式 価格－１） 

入札価格内訳書（様式 価格－２） 

総 合 評 価

関係 

業務提案書目次（様式－目次） 

技術評価提出書類（様式 技術－１） 

稼動実績報告書（様式 技術－２） 

ハードウェア・ソフトウェア構成（様式 技術－３） 

システム運用概要（様式 技術－４） 

障害者雇用状況報告書（様式 社会－１） 

セクシュアル・ハラスメント研修実施報告書（様式 

社会－２） 

人権研修実施報告書（様式 社会－３） 

業務機能要件一覧表（回答分）（様式 技術－５） Excel形式 

そ の 他 関

係書類 

労働・社会保険諸法令遵守状況報告書（様式 社会－

４） 

立会人委任状（様式－立会人委任状） 

Word形式 

（様式集として１つの

ファイルになっている） 

入札価格説明書（様式１） 

手持業務状況一覧表（様式２） 

Word形式 

※低入札価格調査関係 
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配置労務者賃金支払予定表（様式３） 

入札価格詳細内訳書（様式４） 
Excel形式 

※低入札価格調査関係 

国民健康保険・医療助成システム再構築業務委託（合

併）総合評価一般競争入札落札者決定基準 

PDF形式 国民健康保険・医療助成システム再構築業務委託（合

併）総合評価一般競争入札技術評価落札者決定基準

【別紙】 

 

 

２３．問い合わせ先等 

(1) 問い合わせ先  

大阪府枚方市大垣内町２丁目１番 20号  

枚方市財務部総合契約検査室契約課（枚方市役所本館３階）  

電話（072）841-1345  

(2) 【提案に関する書類】の郵送宛先 （※次ページ 封筒書き方見本参照のこと。）  

 〒573-0027 枚方郵便局留 枚方市役所財務部 総合契約検査室 行  

 「国民健康保険・医療助成システム再構築業務委託（合併） 入札参加書類」  

(3) 落札決定後における情報の公開について  

国民健康保険・医療助成システム再構築業務委託の入札に関する提出書類について

は、枚方市情報公開条例の規定において、公開しないことができる情報を除きすべ

て公開するものとする。 

※ただし、「業務提案書」については、枚方市情報公開条例第６条第３号に該当する

ものであるため、公開しない。 
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切手貼付欄 

〒５７３－００２７ 

赤字で記入すること。 

枚方郵便局留 

枚方市役所 財務部 総合契約検査室 行 

 

「国民健康保険・医療助成システム再構築業務委託（合併）入札参加

書類」 

赤字で記入すること。 

書 留 

提案に関する書類用 封筒書き方見本 
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【入札に関する書類】 

ﾁｪｯｸ 書類名 部数 備考 

 入札書（様式 価格－１） 1部 「５．入札参加手続き及び関係

書類の提出」の項を参照。  入札価格内訳書（様式 価格－２） 1部 

 

【提案に関する書類】 

ﾁｪｯｸ 書類名 部数 備考 

 
入札参加関係 

総合評価一般競争入札参加申請書（様

式－申請書） 
１部 

「５．入札 

参加手続き 

及び関係書 

類の提出」 

の項を参 

照。 

 

総合評価関係 

業務提案書目次（様式－目次） 

技術評価提出書類（様式 技術－１） 

稼動実績報告書（様式 技術－２） 

ハードウェア・ソフトウェア構成（様

式 技術－３） 

システム運用概要（様式 技術－４） 

業務機能要件一覧表（回答分）（様式 技

術－５） 

障害者雇用状況報告書（様式 社会－

１） 

セクシュアル・ハラスメント研修実施

報告書（様式 社会－２） 

人権研修実施報告書（様式 社会－３） 

各２部 

 その他関係書

類 

労働・社会保険諸法令遵守状況報告書

（様式 社会－４） 
１部 

 

【記録媒体】 

ﾁｪｯｸ 書類名 部数 備考 

 記録媒体（CD－R） 

（様式－目次）、（様式 技術－１）～（様

式 技術－５）、（様式 社会－１）～（社会

－４）に係る 

２枚 

ファイルの形式は、Microsoft 

Office2007 での判読が可能な

もの 

 

□ 低入札価格調査に関し、提出する書類･･･「11．低入札価格調査」を参照。 

□ 落札候補者のみ開札後に提出する書類･･･「12．開札後提出書類（落札候補者のみ）」を

参照。  

（参考）主な提出書類のチェックリスト 
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Ⅱ 落札者決定基準（評価項目・評価点・評価内容）及び 

落札者の決定について 

 

 

１．落札者決定基準 

「国民健康保険・医療助成システム再構築業務委託（合併）」の総合評価一般競争入札に

おける総合評価基準、総合評価値の決定の方法及び落札者の決定の方法は、別紙に定める「国

民健康保険・医療助成システム再構築業務委託（合併） 総合評価一般競争入札 落札者決

定基準」に基づき実施するものとする。 

 

 

２．枚方市委託業務総合評価一般競争入札評価員 

地方自治法施行令第 167条の 10の２第４項及び第５項の規定に基づき、学識経験を有す

る者の意見を聴くための手段として、枚方市委託業務総合評価一般競争入札評価員を次のと

おり置く。 

 

（評価員名簿）50音順 

所属等 氏名 

大阪府 福祉部 副理事兼健康医療部 保健医療室 副

理事 
芦田善仁 

稲垣・遠藤法律事務所（弁護士） 遠藤美智子 

大阪府国民健康保険団体連合会 事務局長 田中喜男 

奈良女子大学 生活環境学部 生活文化学科 教授 三成美保 

森田定和社会保険労務士事務所 

（特定社会保険労務士） 
森田定和 

常翔学園 大阪工業大学 情報科学部 情報ネットワー

ク学科 准教授 
安留誠吾 

福井県立大学 看護福祉学部 社会福祉学科 教授  吉村臨兵 

 


