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「徳島県鳴門病院（健康管理センター含む）内の清掃業務」について次のとおり総合評価条

件付一般競争入札に付するので、地方独立行政法人徳島県鳴門病院物品等又は特定役務の調

達手続の特例を定める規程により、次のとおり公告する。 

  

令和２年２月３日 

 

地方独立行政法人徳島県鳴門病院 

理事長  森   裕 二 

 

１ 入札に付する事項 

（１）調達をする役務の名称 

徳島県鳴門病院（健康管理センター含む）内の清掃業務 

（２）調達する役務の仕様等 

別添仕様書等による 

（３）契約期間 

令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

（４）調達する役務の実施場所 

徳島県鳴門病院（健康管理センター含む） 

徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番 

 

２ 入札の目的 

  院内清掃は、建物の保全はもとより、患者様の医療環境の向上に寄与するものであり、

また院内感染防止の観点から落札者の選定にあたっては価格のみでなく、技術力や入札参

加希望者の企業姿勢・職員教育・実績等を総合的に評価する必要があるため、総合評価条

件付一般競争入札とする。 

 

３ 入札参加資格 

本入札に参加できる者は、次の条件を全て満たす者であること。 

（１）物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱（昭和

56 年徳島県告示第 26 号）第 4 条第 1 項の規定による審査により資格を有すると認め

られた者又は地方独立行政法人徳島県鳴門病院会計規程実施規程（契約関係）（以下「会

計規程実施規程」という。）第 7条第 2項の規定により新たに資格審査を受けて参加が

認められた者であること。 

（２）会計規程実施規程第 8条の規程に該当しない者であること。 

（３）暴力団（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号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）もしくは暴力団員（同条第 6号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）に該当すると認められる者又は暴力団及び暴力

団員と密接な関係を有する者と認められる者でないこと 

（４）清掃作業監督者の資格を有する従業員を雇用している者。 

（５）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年法律第 20号）第 12条の

2第 1項第 1号に定める「建築物における清掃を行う事業」の登録のある者。 

（６）財団法人医療関連サービスマーク認定事業者名簿（院内清掃）に登録のある者。 
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（７）令和 2年 2月 1 日現在、過去 10年以内に病床 200床以上の病院において清掃業務の

受託実績がある者。 

 

４ 入札参加手続等について 

（１）入札に参加を希望する者は、下記（２）により書類の交付を受け、（３）に掲げる書

類を提出し、本院の入札参加資格の確認を受けなければならない。 

なお、提出期限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出来ない。 

 （２）入札の参加に関する関係書類、仕様書等の交付 

ア 交付期間 

令和２年２月３日（月）から令和２年２月１０日（月）（土日・祝日を除く。）下

記イの場所で午前１０時から午後４時までの間で交付する。 

イ 交付場所 

郵便番号 ７７２－８５０３ 

     所在地 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番 

       所属名 地方独立行政法人徳島県鳴門病院 総務課 

     電話番号      ０８８－６８３－００１１ 

      ファクシミリ番号   ０８８－６８３－１８６０ 

      電子メールアドレス m_doi@naruto-hsp.jp    

（３）入札参加資格確認申請書の提出 

ア 入札に参加する者は、入札参加資格確認申請書及び同申請書に定めのある添付書

類を提出しなければならない。 

イ 提出期限 

     令和２年２月１９日（水）午後４時までに提出すること。 

ウ 提出方法及び注意事項 

     ４（２）イへ持参又は郵送。郵送の場合は封筒の表に朱書きで「清掃入札参加申

請書在中」と記載すること。 

なお、指定した日時までに指定した場所に到達しない場合又は郵送の場合であっ

て封筒の表に「清掃入札参加申請書在中」の旨の朱書きがないため、申請書である

ことが確認できなかった場合は無効とする。 

 （４）入札参加資格確認結果 

    入札参加資格の確認の結果は、令和２年２月２０日（木）までに申込者へ通知する。な

お、入札参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。 

 

５ 入札に係る質問と回答 

 （１）受付期聞 

質問の受付は、令和２年２月３日（月）から令和２年２月１２日（火）午後５時ま

でとし、書面（様式は自由）でメール（m_doi@naruto-hsp.jp）により提出するものと

する。 

 （２）質問に対する回答 

質問に対する回答は、可能な限り令和２年２月１４日（金）までにメールにて通知

する。なお、口頭による質問・照会は原則受け付けない。 

    

６ 施設見学 

mailto:m_doi@naruto-hsp.jp
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  施設見学を希望する者は令和２年３月１０日（火）午後５時までに申し込むこと。日程調整

の上行う。 

 

７ 入札手続等について  

本件は、総合評価条件付一般競争入札であることから、別に本院が指定する評価基準提

出書類に基づき各入札参加者からのプレゼンテーションを実施し総合評価を行う。また、

入札及び開札執行は、それぞれの入札参加者からのプレゼンテーション前に行う。 

入札書の提出方法は、直接持参又は郵送とし、郵送の場合は封筒の表に朱書きで「清掃

業務入札書在中」と記載し、令和２年３月１６日（月）午後１時までに４（２）イへ必着

のこと。 

（１）入札及び開札並びにプレゼンテーションの日時等 

令和２年３月１６日（月）午後１時１５分から、各入札参加者３０分程度の範囲内

においてプレゼンテーションを行っていただくが、それぞれの入札参加者のプレゼン

テーション開始前に入札及び開札を行う。 

（２）実施場所 

    所在地 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番 

        地方独立行政法人徳島県鳴門病院 ３階会議室 

（３）提出書類 

    ア 入札書 

      ※入札書の金額欄には、履行期間の総額の３６か月均等払いの月額を記載する

こと。（消費税及び地方消費税を除く。） 

      ※価格評価に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10

に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円末満の端数があるときは、

その金額を切り捨てた金額）をもって評価するので、入札参加者は見積もっ

た契約希望金額の 110分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

イ 別に本院が指定する評価基準提出書類 

 

８ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

 

９ 入札保証金及び契約保証金 

  免除 

 

10 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）３に規定する入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

（２）指定した日時までに指定した場所に到達しない入札又は郵便入札の場合であって封

筒の表に「清掃業務入札書在中」の旨の朱書きがないため、入札書であることが確認

できなかった入札 

（３）記名押印のない入札 

（４）入札事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、又は一定の金額をも

って価格を表示しない入札 

    ＜例＞ 

     ア 鉛筆、その他容易に改ざんできる筆記用具で作成したもの 

     イ 金額をアラビア数字以外で記載し、又は訂正したもの 

     ウ 「入札物件」で物品の名称及び数量（数量については、特に指定した場合を

除く。）の記載のないもの又は記載を誤ったもの 

     エ 住所及び氏名の記載を誤ったもの 
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     オ 印鑑の使用を誤ったもの 

 

11 入札又は開札の中止又は延期 

  天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない時は、これを

中止又は延期する。この中止又は延期による損害は入札者の負担とする。 

 

12 落札者の決定方法 

落札者の決定にあたっては、本業務にとって最適な事業者を選定するため、次の落札者

決定基準による総合評価方式を採用する。 

（１）評価に当たっては、３００点の範囲内で配点を行い、総得点の最も高い入札者を落

札者とする。 

（２）評価を価格評価、技術的評価及び社会的評価に区分し、それぞれ１８０点、１１０

点、１０点を満点とする。 

本基準の詳細は入札説明書による。 

 

13 落札結果 

  落札審査結果は、令和２年３月１９日（木）付ですべての入札参加者へ通知する。 

 

14 履行の確保及び契約の解除等 

受託者の責めに帰すべき理由により、仕様書に記載の委託業務が十分に履行できない場合は、

当法人は契約の解除又は損害賠償の請求をすることがある。 

 

15 その他 

（１）契約書の作成を要する。 

（２）受託者は、厚生省健康政策局指導課長通知（平成５年２月１５日指第１４号）「病院 

診療所等の業務委託について」 （平成２０年８月２９日の改正に伴う通知を含む）を

遵守すること。 

（３）入札に参加する者は、 参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報、その他病

院の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。 

 （４）入札書類について、当該契約の選定以外に無断で使用することはしない。 

 （５）提出された書類等は、その理由の如何にかかわらず、変更又は取消を行うことは出

来ない。 

（６）入札に伴って提出された書類は、返却しない。 

 （７）虚偽の記載をした入札関係書類は、無効とする。 

 （８）入札書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。 

（９）提出書類における個人情報は、入札参加資格の審査のために使用し、第三者に提供

することはない。 

 

16 Summary 

① Nature and quantity of the products to be purchased 

Cleaning service of the building 

② Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for 

the qualification 

4:00 p.m., February 19, 2020 
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③ Date of Tender 

1:00 p.m., March 16, 2020 

 (By mail, tenders must be submitted by 1:00 p.m., March 16, 2020) 

④ Contact point for the notice 

Tokushima Prefecture Naruto Hospital 

32 Kotani, Kurosaki, Muya-cho, Naruto City, Tokushima Prefecture 

Phone: 088-683-0011 

 


