
入 札 公 告

次のとおり一般競争に付します。

令和２年２月７日

経理責任者

独立行政法人国立病院機構花巻病院長 八木 深

◎調達機関番号５９７ ◎所在地番号０３

○第０１２０1号(No.０１２０1)
１ 調達内容

(１) 品目分類番号 ７１、２７

(２) 購入等件名及び数量

病院情報システム一式及び６年間の保守業務委託

(３) 調達件名の特質等

入札説明書による。

(４) 納入期限

令和２年９月３０日

(５) 納入場所

独立行政法人国立病院機構花巻病院

(６) 入札方法

落札決定は、総合評価の方法をもって行うので、

①総合評価のための性能、機能、技術等に関する書類を提出すること。

②入札金額については、購入物品のほか、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１０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 110 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」のＡ、Ｂ又

はＣの等級に格付され、東北地域の競争参加資格を有する者であること。

なお、当該競争参加資格については、平成３０年１１月２６日付け号外

政府調達第２２２号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げ

る申請受付窓口において随時受け付けている。

(４) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備さ



れていることを証明した者であること。

(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) 入札書及び技術仕様書の提出場所、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

〒０２５－００３３岩手県花巻市諏訪５００

独立行政法人国立病院機構花巻病院 業務班長 嶋森 学

電話０１９８－２４－０５１１ 内線２２２

（２） 入札説明書の交付方法 （１）の交付場所にて交付する。

（３） 入札書及び技術仕様書の受領期限

令和２年３月３０日１５時００分

（４） 開札の日時及び場所

令和２年３月３１日１１時００分 小会議室

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

した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添

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） 落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると経理責任者が

判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、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る入札

金額を提出した参加者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法を

もって落札者を決定する。

（７） 詳細は入札説明書による。
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