
 

入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 平成３１年 ２月２６日 

    経理責任者 

   独立行政法人国立病院機構小倉医療センター  

                         院長  澄井 俊彦 

◎調達機関番号  ５９７ ◎所在地番号 ４０ 

１ 調達内容 

１） 購入等件名及び数量  「 医療用液体酸素 ４８,６８０㎏（単価契約） 」 

２） 調達案件の仕様等   入札説明書による 

３） 納入期間   平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

４） 納入場所   独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 

５） 入札方法 

入札金額については、３）に定める納入期間に行う１）購入等件名の納入     

に要する一切の費用を含めた額とすること。なお、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８パーセント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るものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、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。 

２ 競争参加資格 

１） 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則(以下、契約細則という。) 第５条

の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっ

ても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある

場合に該当する。 

２） 契約細則第６条の規定に該当しない者であること。 

３） 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売：医薬品・医療用品類」

のＢ、Ｃ又はＤの等級に格付され、平成３０年度の九州・沖縄地域の競争参加資格

を有する者であること。 

４） 購入される医療用消耗品を、当該入札を委任した経理責任者が指定する日時、場

所に十分に納品することができる者であること。 

５）  契約細則第４条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

〒８０２-８５３３ 

福岡県北九州市市小倉南区春ヶ丘１０-１ 

独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター 企画課 契約係 岡島 

電話０９３-９２１-８８８１  内線２９０ 

２） 入札説明書の交付方法 １）の交付場所にて平成３1 年３月１５日１７時００分

まで交付する。 

３） 入札書の受領期限  平成３１年 ３月 １５日１７時００分 

４） 開札の日時及び場所 平成３１年 ３月 １９日１０時００分１階会議室 

４ その他 

１） 契約手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨。 



２） 入札保証金及び契約保証金  免除 

３） 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書

に２の３）の証明となる書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければな

らない。入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から当該書類に関

し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

４） 入札の無効 

  本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務

を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 

５） 契約書作成の要否 要 

６） 契約の相手方の決定方法  

契約細則第２１条の規定に基づいて作成され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入札者を交渉権者とする。その者が複数の場合は、

入札した価格の基づく交渉順位を付するものとし、最低価格で入札した者を第一交

渉権者とする。第一交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約価格を決定す

る。ただし、交渉が不調となり、又は交渉開始から１０日以内に契約締結に至らな

かった場合は、経理責任者は交渉順位に従い、他の交渉権者と交渉することができ

る。 

７） 詳細は入札説明書による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

入 札 説 明 書 
 

独立行政法人国立病院機構小倉医療センターの入札公告（平成３１年２月２６日付 購

入等件名及び数量「 医療用液体酸素 ４８,６８０㎏ 」）に基づく入札に参加しようと

する者は、この入札説明書を熟知のうえ参加すること。 
 
１．入札及び契約に関する事項 
（１） 経理責任者 

 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 
    院長  澄井 俊彦 
◎調達機関番号 ５９７ ◎所在地番号 ４０ 

 
２．調達内容 
（１）購入等件名及び数量 医療用液体酸素 ４８,６８０㎏ 
（２）調達案件の仕様等  入札説明書のとおり 
（３）契約期間   平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
（４）履行場所   小倉医療センター庁舎 
 
３．競争参加者に必要な資格に関する事項 
（１）  厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の販売：医薬品・医療用品

類」のＢ、Ｃ又はＤ等級の登録を受け、平成３１年度の九州・沖縄地域の競争参加

資格を有している者。ただし、登録資格の停止を受けている期間は参加出来ない。 
（２）  購入される物品を、経理責任者が指定する日時、場所に十分に納品することがで

きる者であること。 
 
４．入札及び契約手続において使用する言語および通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 
 

５．入札保証金及び契約保証金 
免除 

６．入札方法 
（１）  入札者は入札公告及び入札説明書を熟読の上、入札しなければならない。この場

合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることがで

きる。ただし、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し立てることはでき

ない。 
（２）  入札参加者の入札金額は、納入に要する一切の費用を織り込んだ上で入札品目内

訳書により品目毎の入札単価を記入するものとする。 
（３）  落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

てるものとする。）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であるか免税事業者であるか問わず、見積もった契約金額の１

０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
（４） 入札書の提出方法 
① 入札者は、入札書（別紙様式第１号）を作成し、直接提出する場合は、封筒に入れ封 

 



印し、かつその封皮に氏名（法人の場合は、その名称又は商号）及び「平成３１年３

月１９日開札 医療用液体酸素の入札書在中」と朱書しなければならない。 
② 郵便（書留郵便に限る。受領期限の１７時００分までに必着のこと。）により提出する

場合は、入札書等を中封筒に入れ、その封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を

記述し、（１１）の提出場所宛に受領期限までに送付しなければならない。入札者は、

提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 
（５） 代理人による入札 
① 代理人が入札する場合には、委任状を別紙様式第２号により作成し、入札時に提出し

なければならない。 
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねる

ことができない。 
（６） 入札金額の内訳書の提示 
① 落札者に対し、入札書に記載される入札金額に対応した内訳書の提出を求めることが

あるので準備すること。内訳書の様式は適宜とする。 
（７） 入札に関する注意事項 
① 入札者は、「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５

４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 
② 入札者は、入札にあたって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意

志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 
③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはな

らない。 
（８） 資格決定通知書 

入札者は３（１）による資格決定通知書の写しを入札書等と同時に提出しなければなら

ない。 
（９） 入札書等の提出期限 平成３１年 ３月 １５日 １７時００分まで 
（１０）入札書等の提出場所 〒８０２－８５３３ 
    福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１ 
    小倉医療センター 企画課 契約係 岡島 
 
７．入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 
（１） 入札公告及び前記３(１）に示した競争参加資格のない者が提出した入札書 
（２） 委任状を提出しない代理人が提出した入札書 
（３） 金額等を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書 
（４） 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書 
（５） 明らかな連合によると認められる入札書 
（６） 同一の入札について、２通以上提出された入札書 
（７） 入札公告に示した日時までに到着しない入札書 
（８） 入札者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認め

られなかったときの入札書 
（９） 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 
 
８．入札の延期等 

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行する

ことができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は、これを取

りやめることがある。 



 
９．開札 
（１） 開札の日時・場所 平成３１年 ３月 １９日１０時００分 １階会議室 
（２） 開札の注意事項   
① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人

が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない 
③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員のもとめ

に応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示

又は提出しなければならない。 
④ 入札者又はその代理人は、契約担当者等が特にやむを得ない事情があると認めた場合

のほか、開札場を退場することができない。 
⑤ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達

した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 
 
１０．落札者、契約価格の決定 
①  ３の競争参加資格をすべて満たすと、病院長が判断しうる書類を添付して、入札公

告及び当該入札説明書に従い入札書を提出した入札者であって、予定価格の範囲内で

最低価格をもって有効な入札を行った者を第１交渉権者（以下「落札者」という）と

し、入札額に従い交渉順位を付します。 
②  落札者となるべき同価の入札をした者が、２人以上あるときは直ちに当該入札者の

くじ引きで落札者を定めることとする。 
③  落札者には、直ちに交渉日時を通知し、契約価格を交渉により決定します。 
④  交渉場所は、いずれも当院応接室、交渉出席者は１名となります。 
⑤  落札者が次の各号に該当する場合は、直ちにその地位を喪失することとなり、その

者との交渉は打ち切りとなります。 
一 他の交渉権者の交渉を妨害した場合。 
二 交渉の妨害、契約手続の遅延を目的として交渉権を得た場合。 
三 他の交渉権者と連合した場合。 
四 交渉を拒否した場合。 
五 整然・平穏たる交渉を破った場合。 
六 通知した交渉日の翌営業日を超える順延又は変更した交渉日の再順延を申し出た

場合。 
七 交渉中に辞退を申し出た場合。 
八 当初入札額を下回る価格を提示しない場合で、その理由を説明できない場合。 
九 病院長において交渉が膠着状態に陥ったと判断した場合。 
十 交渉開始日から起算した２営業日の１６時までに契約価格が決定しなかった場合。 
 

１１．２ヶ年連続して一者応札・応募となった案件の公表 
２ヶ年連続して一者応札・応募となった案件については、「「独立行政法人の契約状

況の点検見直しについて」における改善状況のフォローアップについて」（平成 24 年

9 月 7 日総務省行政管理局長事務連絡）において、一件ごとに契約の概要や、一者応

札・応募の改善に向けた取り組み内容を記載した個表を作成し、国立病院機構本部の

ホームページで公表することとする。この個表は、一者応札となった場合には、契約

業者名も含めて公表する。 
 



１２．契約書作成 
契約締結にあたっては、別紙の契約書（案）に基づく契約書を作成する。 
 

１３．契約の解除 
次の各号の１つに該当するときは、契約を解除する。 

① 納入日時の延期を許可した場合を除き期限内に履行されないとき。 
② 病院長において相手方が完全に契約を履行する見込みがないと認めたとき 
③ 相手方が病院長の書面による承認を得ないで、第３者に契約の履行を委任し、又は契

約により生じる権利及び義務を譲渡し、又は承継させた場合。 
 
１４．支払の時期 

支払方法等の詳細については別紙の契約書（案）にその内容を記載する。 
 

１５．紛争の解決 
紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて病院長、相手方協議のうえ選定し

た者に調停を依頼する。 
  
１６．契約に対する苦情の受付期間 
  本契約に対する苦情については、その原因となる行為の発生から２週間以内にお

願いします。この受付期間経過後についての苦情は受け付けられませんのでよろし

くお願いします。また、受付期間内であっても、直接に利害のない方による苦情は

お受け出来ません。 
 
１７．結果発表 
    契約交渉が整った場合は、国立病院機構小倉医療センターにかかる当該契約の予

定者の名称にいて当院ホームページに掲示します。 
 
１８．その他 

本入札説明書、契約書その他疑問点についての、照会先は以下のとおりとする。 
    質問等は、文書により提出をお願いします。 
 

独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター  
企画課 契約係 岡島 
TEL ０９３－９２１－８８８１  

  FAX ０９３－９２２－５０７２ 
 


