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次のと おり 一般競 争入札 に付 します 。
平成 ３０ 年６月 ８日
経理 責任者
独立 行政法 人国 立病院 機構
神 戸医療 セン ター院 長 森田

瑞穂

１．調 達内 容
(1) 調達 物件及 び数量
エ アマッ ト賃貸 借一 式
(2) 調達 物件の 特質等
入 札説明 書によ る。
(3) 納入 期間
平 成３０ 年７月 １日 ～平成 ３１ 年６月 ３０ 日
(4) 納入 場所
独 立行政 法人国 立病 院機構 神戸 医療セ ンタ ー
(5) 入札 方法
入 札金額 につい ては 、調達 物件 の本体 価格 のほか 、輸 送費・ 保険 料等納 入に 関す
る一 切の諸 経費を 含め た額と する こと。
(6) 入札 保証金 及び契 約保 証金
免除
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 及び 第６条 の規定 に該 当しな い者 である こと 。
(2) 厚生 労働省 競争参 加資 格（全 省庁 統一資 格 平成２ ８・ ２９・ ３０ 年度） 「役 務の
提 供（ 賃貸借 ）」若 しく は「役 務の 提供（ その 他）」 のＢ 、Ｃま たは Ｄの等 級に 格付
け され 、近畿 地域の 競争 参加資 格を 有する 者で あるこ と。 ただし 、登 録資格 の停 止を
受 けて いる期 間は参 加で きない 。
(3) 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 。
(4) 調達 物件を 経理責 任者 が指定 する 日時・ 場所 に納品 でき 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
〒 ６５４ －０１ ５５
神 戸市須 磨区西 落合 ３－１ －１
独 立行政 法人国 立病 院機構 神戸 医療セ ンタ ー 企 画課 契約 係
電 話 ０ ７８－ ７９ １－０ ２８ ０ 内 線４ １９
(2) 入札 説明書 の交付 方法
(1)の交付 場所 におい て交 付する 。（ 印鑑及 び名刺 持参 のこと ）
(3) 入札 書等の 受領期 限
平 成３０ 年６月 ２６ 日 １ ７時 ００分

(4)

開札 日時及 び場所
平 成３０ 年６月 ２７ 日１１ 時０ ０分

神戸 医療セ ンタ ー２階

会 議室１

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 者に要 求され る事 項
こ の一般 競争入 札に 参加を 希望 する者 は、 封印し た入 札書及 び本 公告に 示し た内
容を 履行で きるこ とを 証明す る書 類を、 開札 日時ま でに 提出し なけ ればな らな い。
入 札者は 、開札 まで の間に おい て、当 院か 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。
(3) 入札 書の無 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。
(4) 契約 書作成 の要否
要
(5) 交渉 権者の 決定方 法
① 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 であ り、
かつ 、有効 な入札 を行 った者 を交 渉権者 とし 、その 者が 複数の 場合 は、入 札金 額の
低い 者から 交渉順 位を 付する もの とする 。
② 同 一交渉 順位者 が二 人以上 ある ときは 、直 ちに当 該入 札者に くじ を引か せ、 交渉
順位 を決定 するも のと する。 また 、入札 者又 はその 代理 人が直 接く じを引 くこ とが
出来 ないと きは、 入札 執行事 務に 関係な い職 員がく じを 引き交 渉者 を決定 する もの
とす る。
③ 第 一順位 の交渉 権者 決定後 は、 その者 と直 ちに交 渉し 、契約 価格 を決定 する もの
とす る。た だし、 その 交渉が 不調 となり 、ま たは交 渉開 始から １０ 日以内 に契 約締
結に 至らな かった 場合 は、交 渉順 位に従 い、 他の交 渉権 者と交 渉を 行うこ とが でき
る。
(6) 詳細 は入札 説明書 によ る。

