
公 告 

 

次のとおり制限付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 6

第 1項及び豊後大野市契約規則第 22条の規定により公告する。 

 

令和 3年 11月 24日 

 

豊後大野市病院事業管理者 木下忠彦 

記 

 

１．制限付一般競争入札に付する事項 

（1）件 名   令和 4・5年度豊後大野市民病院施設管理業務一般競争入札 

（2）仕様書等   別紙「豊後大野市民病院施設管理業務仕様書」のとおり 

（3）契約期間   ア 令和 4年 4月 1日～令和 6年 3月 31日（2年間） 

イ 地方自治法（昭和 22 年 4 月 17 日法律第 67 号）第 234 条の 3 の規定による長期

継続契約とする。 

ウ 契約締結日から履行開始までの期間は準備期間とする。 

 

（4）支払条件   毎月払い 

  

２．入札参加資格に関する事項 

（1） 本業務に参加を申し込むことができる者は、参加申込日において次に掲げる要件を満たしていることとする。 

なお、契約締結日までの期間において、参加資格を有しなくなった場合については失格となる。 

 

ア 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に基づく契約規則等による入札参加の資格制限に該当しないこ

と。 

イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者（更生手

続開始の決定を受けている者を除く。）及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手

続開始の申立てがなされていない者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）であること 

ウ 豊後大野市民病院（病床数 199 床）と同規模以上の病院（医療法（昭和 22 年法律第 205 号）

第 1条の 5に規定する病院をいう。）において、過去 5年以内に継続して 2年間以上、施設の運転及び

維持管理業務を誠実に履行した実績を有するものであること。 

エ 大分県内に本店、支店、営業所等を有していること。 

オ 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項に掲げる暴力団員及びそれらの利益とな

る活動を行う者でないこと 

カ 直近の国に納付すべき法人税，消費税及び地方消費税を滞納していない者並びに豊後大野市に納付す

べき法人市民税，固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。また。当院への支払い

（使用料等）についても滞納していない者であること。 

キ 申請時において下記の技術者を雇用していること。（常勤、非常勤を問わない。） 



① ボイラー及び第 1 種圧力容器の取扱いについて、1 年以上の実務経験を有する 1 級ボイラー技士が

常駐できること。 

② 地下タンク貯蔵所における危険物取扱いについて、1 年以上の実務経験を有する乙種第 4 類危険物

取扱者が常駐出来ること。 

ケ 液体酸素貯槽及び医療ガス取扱の実務経験がある特定高圧ガス取扱主任者を有する者であること。 

コ 業務従事者は、ボイラー技士又は電気主任技術者第 1 種、第 2 種電気工事士のいずれかの資格を有

する者であること。 

サ 仕様書等の内容を熟知し、十分に理解した上で入札に参加できること 

 

３．入札に関する日程 

手続き等 期間・期日・期限 場所等 

一般競争入札参加資格申請書

兼誓約書の提出 

（持参による提出の場合） 

令和 3年 12月 3日（金） 

午後 5時まで 
〒879-6692 

大分県豊後大野市緒方町馬場 276番地 

豊後大野市民病院 医事・経営課 経営企画係 
一般競争入札参加資格申請書

兼誓約書の提出 

（郵送による提出の場合） 

令和 3年 12月 3日（金） 

午後 5時必着 

審査結果の通知日 令和 3年 12月 8日（水） FAX により通知 

仕様書等の閲覧 令和 3年 11月 24日（水）～ 

令和 3年 12月 20日（月）まで 

豊後大野市民病院ホームページ 

仕様書等に対する質問の受付 令和 3年 11月 24日（水）～ 

令和 3年 12月 1日（水）まで 

 

回答書の閲覧 令和 3年 12月 6日（月）～ 

令和 3年 12月 20日（月）まで 

豊後大野市民病院 医事・経営課 経営企画係 

質問者には FAX もしくはメールにより回答 

入札日 令和 3年 12月 21日（火） 

午後 3時 

豊後大野市民病院 会議室① 

（注）1．上記期間にかかわらず、土曜日、日曜日および祝祭日においては持参による入札参加申請書類の提

出を行うことはできない。 

2．持参による入札参加資格書類の提出を行うことができる時間は、午前 8 時 30 分から午後 5 時まで

（午後 12時 15分から午後 1時までを除く）とする。 

3．入札公告の開始日から仕様書等に対する質問への回答の閲覧開始日までの期間内に、仕様書等の

訂正及び追加を行う場合がある。入札に参加する者は仕様書等の訂正及び追加内容を確認するとと

もに、質問への回答を確認の上、入札書を提出すること。 

 

４．入札参加申請に関する事項 

（1） 入札公告に示した入札に参加しようとする者は、前記 3 に示す期限、場所等を厳守し、一般競争入札参

加資格申請書兼誓約書及び以下の添付書類各 1 部を持参または郵送により提出し、資格審査を受けな

ければならない。 

なお、本公告の申請及び入札参加申請書類の提出にかかる費用は、入札参加申請者の負担とし、提出



された書類は返却しない。 

また、前記 2 に掲げる事項を満たしていることを条件とし、入札参加者に必要な資格があることを確認するも

のとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには、開札の時において前記 2（1）に掲げる事項を

満たしていなければならない。 

なお、期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な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。 

 

ア 制限付一般競争入札参加資格申請書兼誓約書（様式１） 

イ 病院の施設管理業務に関する履行実績証明書（様式２－１）及び当該受託業務の契約書（写し） 

ウ 施設管理業務に関する実務経験証明書（様式２－２） 

エ 誓約書（様式３） 

オ 営業概要表（様式４） 

カ 会社概要（会社の業務内容等を説明したパンフレット等の資料） 

キ 法人にあたっては、商業登記簿謄本（複写可） 

ク 個人にあたっては、身分（身元）証明書の写し 

ケ 印鑑証明書（複写可・拡大複写不可） 

コ 納税証明書または納税義務がない旨の申立書（様式 5） 

・直近の国に納付すべき法人税の納税証明書 

・直近の消費税及び地方消費税の納税証明書 

・直近の豊後大野市に納付すべき法人市民税，固定資産税及び都市計画税の納税証明書 

・上記税目において納税義務がない場合は、その旨の申立書（様式５） 

サ 委任状（様式６） ※必要な場合のみ 

 

（2） 留意事項 

ア 入札審査参加申請書等の作成及び提出に係る費用は、参加申込をする者の負担とする。 

イ 入札参加申込書等提出期限後の差し替え及び再提出は不可とし、提出された入札参加申込書等は返却

しない。 

ウ 入札参加申込書等に虚偽の記載をした場合は、当該入札参加申込書等を無効とするとともに、虚偽鵜記

載した者に対しては指名停止を行う場合がある。 

エ 公的機関が発行する証明書については、発行の日から 3 ヵ月以内のものとする。 

 

５．入札参加資格の審査結果の通知に関する事項  

（1） 入札参加資格審査書類を提出した者の審査結果については、一般競争入札参加資格審査結果通知

書により通知する。 

なお、この通知はファクシミリにより行う。 

（2） 上記（1）に示す「一般競争入札参加資格審査結果通知書」を交付された者であっても、開札が終了す

るまでは、入札を辞退することができる。 

なお、入札を辞退する場合は、任意様式で辞退届を提出すること。 

 



６．入札保証金に関する事項 

入札保証金は、免除する。 

 

７．入札および開札に関する事項 

（1） 入札参加者は、仕様書、入札説明書を熟知した上で、応札すること。 

なお、仕様書等について疑義がある場合は令和 3 年 12 月 1 日（水）午後 5 時までに質問書（様式

8）をファックスにより提出すること。受領した質問書に関しては、令和 3年 12月 6日（月）午後 5時まで

に豊後大野市民病院医事・経営課経営課経営企画係において、閲覧ならびに質問者には FAX もしくはメ

ールで回答する。 

（2） 入札は持参または郵送により行うこと。 

（3） 入札書の提出期限等 

ア 提出期限：令和 3年 12月 21日（火） 午後 3時 00分（必着） 

イ 提 出 先：〒879-6692 

大分県豊後大野市緒方町馬場 276番地 

豊後大野市民病院 医事・経営課 経営企画係 

イ 郵送方法：一般書留または簡易書留による。 

入札書および内訳書を内封筒に入れ、密封しそれを外封筒に入れ郵送すること。 

なお、外封筒には入札公告の記載の件名、開札日及び商号を記入するとともに「入札書

在中」と朱書きすること。 

 

（4） 入札書は、当院ホームページに掲載してある所定の入札書（様式７）を使用すること。 

（5） 入札書及び入札に係る文書に使用する言語ならびに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（6） 入札参加者は、一切の諸経費を含めた契約金額を見積りすること。 

（7） 入札書の日付は、入札公告に記載された開札日を記入すること。 

 

８．入札の無効に関する事項 

次のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。なお、（4）または（5）に該当する入札は、その入札の全部

を無効とすることができる。また、入札の効力は豊後大野市病院事業管理者が決定することとし、入札参加の全部を

無効とすることができる。入札参加者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。 

 

（1） 入札に参加するに必要な資格のない者がした入札 

（2） 入札書に記載事項、入札金額または入札者の氏名その他主要な事項が識別できない入札。 

（3） 入札者が 2以上の入札をした場合におけるその者の全部の入札 

（4） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）に抵触する不正な行

為による入札 

（5） 公正を疑うに足りる相当な理由があると認められる入札 

（6） その他入札に関する条件に違反した入札 

 

９．落札者の決定に関する事項 



（1） 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者と

する。 

 

（2） 初回の入札で落札者がないときは、1回限りの再入札を行う。 

（3） 再入札を行う場合は、初回入札日の午後 5時までにファックスにより入札者に通知する。 

（4） 落札となるべき同価の入札をした者が 2人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとし、当該入札

執行事務に関係のない当院職員がくじを引くものとする。 

 

１０．入札の中止等に関する事項 

（1） 入札までの間にやむを得ない事由のため、当該入札を中止または延期することがある。 

なお、中止となった場合でも、申請書その他提出書類の作成費用は申請者が負担するものとする。 

（2） 入札参加者が 2者に満たないときは、入札を取りやめる。 

 

１１．その他に関する事項 

（1） 入札参加者または落札者が本件供給に関して要した費用については、すべて当該入札参加者または落札

者が負担するものとする。 

（2） この入札に係る契約は、地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 234条の 3 の規定による長期継

続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減

額または削減があった場合、当院はこの契約を変更または解除することができるものとする。 

（3） 入札結果（入札者名、入札金額等）については、その結果を入札者に対しファクシミリで通知する。また、

当院ホームページで開札日の翌日までに公表する。 

（3） 詳細については入札説明書による。 

 

１２．入札に関する問い合わせ先 

〒879-6692 

大分県豊後大野市緒方町馬場 276番地 

豊後大野市民病院 医事・経営課 経営企画係 施設担当 

電話 0974-42-3121 FAX 0974-42-3121 

メール hosyu@bungo-ohno-hp.jp 

 

 


