
公募型指名競争入札に係る手続き開始の公示 

 

次のとおり指名競争入札参加者選定の手続を開始します。 

入札への参加を希望する方は、下記に従って申請して下さい。 

 

  平成 29年 7月 5日 

 

                          市立宇和島病院             

                         宇和島市病院事業管理者 市川 幹郎   

 

記 

 

１．調達内容 

 （１）目   的  平成 29年度 業務委託契約 

（２）業 務 名  保安警備・清掃等管理業務 

（３）仕   様  別紙仕様書のとおり 

（４）委 託 期 間    平成 29年 10月 1日～平成 32年 9月 30日 

（５）委 託 場 所  愛媛県宇和島市御殿町 1番 1号 

市立宇和島病院 他 

（職員宿舎等を含む） 

 （６）そ の 他  平成 29年 8月 30日～9月 30日までは業務引継ぎ期間とする。 

           （地方自治法第 234条の 3に基づく長期継続契約） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．入札参加条件 

（１）資格要件 

① 宇和島市又は市立宇和島病院の平成 29・30 年度入札（見積）参加資格を有する者であり、  

上記の調達内容に適合する取扱分類に登録を有する者の内、宇和島市内に事業所または営業

所を有する者。 

② 国土交通省が定める建築保全業務共通仕様書の内「警備」及び「清掃」を主とする業務につ

いて、病床数 130床以上の総合病院において、過去 10年間に 12ヶ月以上継続して履行実績

を有すること。 

③ 警備業法第 2条第 1項第 1号（施設警備、保安警備など）及び第 2号（交通誘導警備、雑踏

警備など）の業務に係る同法第 4条に規定される認定を受けていること。 

④ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12 条の 2 第 1 項第 1 号（建築物清掃業）

又は第 8号（建築物環境衛生総合管理業）に規定される登録を受けていること。 

⑤ 財団法人医療関連サービスマーク振興会が定める医療関連サービスマーク（院内清掃業務）

の認定要件に適合していること。 

⑥ 各業務の業務責任者として選任するものについて下記の条件を満たしていること。 

(ア) 警備業務について業務の責任者として、病院業において 3 年以上実務経験を有するこ

と。なお、本業務における統括責任者として常駐することを条件とする。 

  (イ) 清掃業務について病院業において 3年以上実務経験を有すること。 

(ウ) 電話交換業務について実績を有していること。（総合病院での実績が望ましい。） 

(エ) 食養科支援業務について相応の実績を有していること。（食器洗浄業務や下膳業務等） 

⑦ 様式 4に掲げる専門技術資格者を有していること。 

（２）その他要件 

① 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

② 宇和島市建設工事等指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中でないこと。 

③ 会社更生法に基づく更生手続き、和議法に基づく和議又は破産法に基づく破産の開始の申し

立て又は申し立てがなされている者及び更生手続等の手続中である者でないこと。 

④ 入札の適正が阻害される恐れのある一定の資本関係又は人的関係にある複数の者の同一入札

への参加は認めない。 

 

 

 

 

 

 

 



３．入札参加に関する方法及び質疑等 

（１）各種書類の提出場所、仕様書及び契約条項等を示す場所、並びに問合せ先 

① 住所：〒798-8510 愛媛県宇和島市御殿町１番１号 

市立宇和島病院 総務管理課 施設用度係（施設担当） 

② 電話：0895-25-1111（内線 21045,21046） 

  ③ FAX：0895-25-5334 

  ④ ホームページURL：http://www.uwajima-mh.jp/ 入札・契約関連情報 

（２）本入札の参加希望者は、下記書類を受付期間内に提出しなければならない。なお、受付期間内

に到達しなかった場合は、参加することができない。 

① 参加申請書類等の受付 

(ア) 受付期間：公告日の翌日から、平成 29年 7月 21日（金）までとする。 

（土日・祝祭日を除く毎日、執務時間中） 

(イ) 提出方法：持参または郵送とする。 

② 提出書類 

(ア) 入札参加申込書（様式 1） 

(イ) ２．（１）資格要件①に示す入札参加資格を証する書類の写し 

(ウ) ２．（１）資格要件②に示す履行実績を証する書類（様式 2） 

(エ) ２．（１）資格要件③④⑤に示す登録を有していることを証する書類の写し 

(オ) ２.（１）資格要件⑥に示す実務経験者を有していることを証する書類（様式 3） 

(カ) ２.（１）資格要件⑦に示す専門技術者資格者を有していることを証する書類（様式 4） 

なお、申請日時点で必要な資格者が不在の場合であって、契約初年度中に、常駐す

るものが、試験、受講等を受験、受講（以下「受験」という。）することにより資格

者を有することを確約できる場合は「様式 5」を提出すること。 

この場合、受験で得なければならない資格者数と、資格者が不在である期間が実務

に与える影響を鑑み、妥当性がある場合のみ様式 4を補完することを認める。ただし、

虚偽、不誠実、並びに契約満了時において資格取得が不可能であると判明した場合に

は、契約の解除、又は落札者に対して損害賠償等を求める場合がある。 

（３）仕様書及び契約条項等の閲覧期間及び質問等 

① 閲覧期間：公告日の翌日から、入札執行日の前日（この日が土日・休日の場合、その前の平

日とする）までとする。 

② 質問方法等：質問等は必ず質問書（様式 6）で下記担当部署に対して行うこととし、直接現

場担当者に対して質問等をしないこと。 

(ア) 受付期間：公告日の翌日から、平成 29年 7月 24日（月）までとする。 

（土日・祝祭日を除く毎日、執務時間中） 

 

(イ) 提出方法：持参及び郵送とする。FAXでの提出も認めるが、この場合、着信を電話で

http://www.uwajima-mh.jp/


確認すること。 

③ 質問書に対する回答書を作成した場合 

(ア) 閲覧期間：①に準じる 

(イ) 閲覧方法：ホームページに掲載する。 

（４）現場説明会 

次の日程で、現場説明会を実施するので、参加を希望する者はあらかじめ現場説明会参加申込

書（様式 7）を提出すること。（現場説明会への参加は入札参加要件ではない。） 

①  実施日時：平成 29年 7月 21日（金）午後 2時から（1時間程度） 

②  集合場所：市立宇和島病院 北棟 1F 栄養相談室 

  ③ 提出期限：平成 29年 7月 18日（火）正午までとする。（FAX、E-Mailを認める） 

（５）その他 

① 提出書類の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。 

② 提出された書類等については、提出者に返却しない。 

③ 契約担当者は、提出された書類を入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 

④ 受付期間以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

 

４．入札手続等 

（１）指名通知 

  ① 病院事業管理者は、参加申請書類等の提出があった者の中から、審査を経て、指名業者の選

定を行うものとする。 

  ② 病院事業管理者は、指名業者を選定後速やかに指名通知書により通知を行うとともに、指名

しなかった者については、非指名通知書によりその理由を付して通知するものとする。 

  ③ 非指名の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休日を含めない）以内

に書面により、非指名理由について説明を求めることができる。 

  ④ 病院事業管理者は、非指名の理由を求められたときは、説明を求めることができる最終日の

翌日から起算して５日（休日を含めない）以内に、書面により回答する。 

（２）入札予定日：平成 29年 7月 31日（月）（正式には指名通知書に記載する。） 

（３）入札執行場所：指名通知書に記載する。 

（４）入札金額 

① 契約額の総額（36ヶ月分）を記載すること。 

  ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 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、その端数を切り捨てるものとする。）

を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、契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。また、

契約途中に消費税が変動した場合はその額を加算した金額を契約額とする。 

（５）入札保証金：免除とする。 



（６）契約保証金：免除とする。 

（７）最低制限価格：設定しない。 

（８）予定価格：公表しない。 

（９）入札参加に関する心得 

入札における要領、代理人による入札、落札者の決定方法等は「宇和島市物品等入札参加に関す

る心得」を熟読すること。 

 

５．落札後の手続等 

（１）契約書作成の要否：要する。 

（２）支払条件 

① 適法な請求書を受領した日の翌日から起算して、30日以内に支払うものとする。 

② 毎月払いとする。 

（３）提出書類 

① 保険（請負賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険等）加入証明書の写し

② 標準作業書（各業務） 

③ 統括責任者選任届 

  ④ 業務責任者選任届（各業務） 

  ⑤ 従事者名簿 

  ⑥ セキュリティーカード交付申請書 

  ⑦ 勤務シフト表（毎月） 

  ⑧ 緊急時連絡体制表 

 

６．その他 

（１）入札参加者等が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行す

ることができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止する場合

がある。 

（２）その他、止むを得ない事情により、この手続を中止する場合がある。 

（３）入札後に２に定める入札参加条件のいずれかを満たしてないことが判明した場合は、その者の

した入札は、入札に関する条件に違反した入札として宇和島市病院等事業契約規程第７条の規定

に基づき、無効として取り扱うものとする。 

 

 

 

 

 

７．長期継続契約について 



   本委託は、地方自治法 234条の 3に基づく長期継続契約として契約を行うものです。 

   また、宇和島市病院等事業契約規程ならびに宇和島市長期継続契約を締結することができる

契約を定める条例に基づき執行を行います。 

   なお、契約の翌年度以降において、本委託における予算を削除された場合又は当該年度にお

ける年間予定委託料総額未満に減額された場合は契約を変更又は解除することがありますので、

了承のうえ、入札にご参加ください。 


