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加古川中央市民病院 

植栽補植工事 

入札説明書 

 

１．趣旨  

地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院（以下「当院」という。） は、

このたび既存の植栽枯れを開院時の状態に復元するため、次の工事を発注し施工事業者を募

集します。  

 

２．選定方法  

一般競争入札により落札者を決定します。 

 

３．募集業務の概要  

（１）工事名称 

加古川中央市民病院植栽補植工事 

（２）工事場所  

加古川中央市民病院  

住所：兵庫県加古川市加古川町本町４３９番地 

（３）工事内容（詳細は仕様書・設計図書による） 

（４）履行期間 契約日から 2022 年 03 月 31 日まで   

 

４．スケジュール  

（１）公告             2022 年 01 月 13 日（木）  

（２）交付開始           2022 年 01 月 13 日（木） 

（３）質問の受付期間        2022 年 01 月 13 日（木）～01 月 25 日（火）12：00 まで 

（４）参加資格確認申請書提出期限  2022 年 01 月 18 日（火）15：00 まで 

（５）参加資格確認結果通知     2022 年 01 月 20 日（木） 

（６）現地確認日          2022 年 01 月 21 日（金）13：00 以降にて調整 

（７）質問の回答          2022 年 01 月 27 日（木）  

（８）入札・開札          2022 年 01 月 31 日（月） 

（９）結果の通知（公表）      2022 年 02 月 01 日（火） 

 

※図面資料・仕様書は、様式３と引き換えに貸与する。 
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５．参加資格条件  

本業務の参加資格条件として 2022 年 01 月 01 日現在において、加古川市の入札参加資格

者名簿に登録されている者又は法人の入札参加資格を得ている者に加え、次の条件をすべて

満たし、事業契約期間において確実に業務を遂行する能力を有する者とします。  

（１）事業実績  

公告の日から起算して過去３年間に兵庫県内の３００床以上の病院において、植栽工

事・補植工事の実績があること。 

（２）事業所等 

    兵庫県内に本社、支店、営業所等を有する者 

（３）失格要件のない者 

次の①～⑥までのいずれの失格要件に該当しない者であること。 

① 地方独立行政法人加古川市民病院機構契約規程（以下「契約規程」という。）第２条

の２の規定に該当する者として機構の一般競争入札に参加できないとされている者  

② 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

ている者  

③ 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

ている者  

④ 清算中の株式会社である事業者について、商法に基づく特別清算開始命令がなされ

た者  

⑤ 手形交換所による取引停止処分を受けている者  

⑥ 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２号から第４号まで又は第６号に規定する団体又は構成員に該当する者 

 

６．入札に必要な書類を示す場所及び事務を担当する部署 

入札説明書、仕様書（設計図書等は、申請書の提出時に配布する）及び様式１～８の入札

に必要な書類（以下「入札説明書等」という。）は次の場所に掲示しますので、ダウンロード

してください。 

（１）入札に必要な書類を示す場所 

      機構 WEB サイト（https://www.kakohp.jp/about/jigyosya.html） 

（２）交付期間 2022 年 01 月 13 日（木）～01 月 18 日（火）12：00 迄 

（３）事務を担当する部署 

  兵庫県加古川市加古川町本町４３９番地 

地方独立行政法人加古川市民病院機構  

加古川中央市民病院 総務部 施設管理グループ  
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７．入札参加資格確認申請手続 

   入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書（様式 1）（以下「申請書」という。）

及び関係書類を次のとおり持参により提出し、入札参加資格の審査を受けてください。 

（１） 申請書の提出期間及び提出場所 

   ア 提出期間  2022 年 01 月 13 日（木）から 01 月 18 日（火）15：00 まで 

土曜日、日曜日、祝祭日を除く 9：00～16：00（最終日のみ 15：00 まで） 

   イ 提出場所  ６の(3)に同じ 

   ※ 貸与資料の準備に時間を要する為、提出日時を事前に２０．（３）まで必ず連絡してく

ださい。 

（２）提出書類 

    申請書には次に掲げる関係資料を添付してください。 

   ア 実績調書（様式２） 

イ 病院図面借用請求書兼機密保持契約書（様式３） 

ウ 契約締結権限を示す委任状（任意様式） 

      支店、営業所等に契約締結権限を委任する場合は、受任権限を示す委任状 

※ 法人において、商業登記簿謄本にて権限の確認ができない場合のみ 

  （３）入札参加資格確認の結果通知     

      2022 年 01 月 20 日（木）付けで、郵送及び電子メールにより入札参加資格確認結果

通知書を送付します。 

（４）その他  

ア 入札参加資格確認申請に係る書類提出等に要する経費は、申請者の負担とし提出され

た書類は返却しません。 

イ 本業務に係る設計図書は、申請書の提出時に貸与します。 

 

８．入札説明書等に対する質問等 

入札説明書等に対する質問がある場合は、６.（１）と同じ機構の WEB サイトから所定の

質問書（様式４－１、４－２）をダウンロードし、電子メールにより提出してください。電

話、FAX、訪問による質問は受け付けません。 

（１）質問の受付期間及び提出場所 

ア 受付期間  2022 年 01 月 25 日（火）12：00 まで 

イ 提出場所  次のアドレスに電子メールで送信してください。 

shisetsu@kakohp.jp 

送信後、２０．（３）に記載の連絡先まで質問のメールを送信した旨を必

ず連絡してください。 
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（２）質問に対する回答 

提出された質問書に対する回答は一括して、2022 年 01 月 27 日（木）17：00 までに、

６.（１）と同じ機構の WEB サイトに掲示します。 

なお、質問に対する回答は、入札説明書等の追加または修正とみなします。 

   

９．入札および開札 

  （１）入札および開札の日時、場所 

   ・日 時 2022 年 01 月 31 日（月）10 時 00 分 

  ・会 場   兵庫県加古川市加古川町本町４３９番地 

地方独立行政法人加古川市民病院機構  

加古川中央市民病院 ３階 会議室２ 

 

１０．その他 

（１）入札参加者は、入札時に入札参加資格確認結果通知書を持参してください。 

（２）入札会場への入室は、各事業者２名以内とします。  

 

１１．失格事項  

次のいずれかに該当する者は入札の参加資格を取り消します。  

（１）特別の事情なく入札開始時間に遅れた者又は出席しなかった者  

（２）提出書類に虚偽の記載をし、その他不正の行為をした者  

（３）本入札の手続き期間中に参加資格条件を満たさなくなった者  

（４）入札の公平性を害する行為を行った者  

（５）その他入札要項に定める手続き、方法等を遵守しない者  

 

１２．入札方法等 

 （１）入札は、本人又は委任を受けた代理人が持参することにより行う。郵送又は電送による

入札は認めません。 

 （２）代理人が入札するときは、適正な委任状を持参しなければなりません。 

 （３）入札回数は２回までとします。 

 （４）入札参加資格の審査の結果、資格を有する者が１人である場合、又は入札に参加するも

のが１人である場合においても、原則として入札を執行します。 

（５）落札に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の金額があるときは、その端数を切り捨てた金額）をも

って落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者か免税事業

者であるかを問わず、見積った契約希望額の金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書

に記載のこと。なお、契約希望額は履行期間の合計額とし、入札説明書、仕様書等を熟読
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の上積算してください。 

 （６）入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限ります。 

 

１３．入札予定価格等 

    入札予定価格は公表しません。 

 

１４．入札保証金 

    入札参加資格を満たしていることにより、免除とします。 

 

１５．落札者の決定等  

本公告に示した工事を履行できると判断した入札者であって、契約規程第７条の規定に

基づき決定した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行ったもの

を落札者とします。ただし、入札により予定価格に達しない場合は、契約規程第１７条第

１項第６号に基づき最低価格を提示した者との随意契約に移行する場合があります。 

 

１７．契約  

    契約書の作成を必要とします。 

 

１８．契約保証金 

     契約保証金は契約額の 10 分の１に相当する額とし、契約締結後速やかに納付してくださ

い。ただし、次に示す担保の提供をもって、契約保証金の納付に代えることができます。 

（１） 国債又は地方債 

（２） 定期預金証書 

（３） 銀行の保証する小切手 

（４） 銀行等の金融機関の保証 

 

１９．契約保証金の免除 

    契約規程第 23 条各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 

 

２０．その他 

   （１）入札説明書に記載のない事項については、契約規程及び地方独立行政法人加古川市

民病院機構会計規程によるほか、地方独立行政法人法、同施行令、同施行規則の定め

によります。 

（２）本入札に関して提供を受けた図面及び資料は、本入札以外の用途に使用することは 

出来ません。 
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   （３）連絡先 

      〒６７５－８６１１ 

兵庫県加古川市加古川町本町 439 番地 

地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 

総務部 施設管理グループ  担当者 西尾・鎌田 

電   話：079-451-6072 

ファックス：079-451-5548 

電子メールアドレス：shisetsu@kakohp.jp  

ホームページアドレス：http://www.kakohp.jp/ 
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【参考 1】入札に係るスケジュール 

（１）公告             2022 年 01 月 13 日（木）  

（２）交付開始           2022 年 01 月 13 日（木）  

（３）質問の受付期間        2022 年 01 月 13 日（木）～01 月 25 日（火） 

（４）参加資格確認申請書提出期限  2022 年 01 月 18 日（火）15：00 まで 

（５）参加資格確認結果通知     2022 年 01 月 20 日（木） 

（６）現地確認日          2022 年 01 月 21 日（金）13：00 以降にて調整 

（７）質問の回答          2022 年 01 月 27 日（木）  

（９）入札・開札          2022 年 01 月 31 日（月）  

（８）結果の通知（公表）      2022 年 02 月 01 日（火） 

 

【参考 2】 

様式１ 入札参加資格確認申請書 

様式２ 実績調書 

様式３ 病院図面借用請求書兼機密保持契約書 

様式４ 質問書 

様式５ 入札書 

  

 


