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入 札 公 告 兼 説 明 書 

 

 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センターが発注する清掃管理業務委託について、一般競争

入札を行うので、公告する。 

 

2022年 1月 24日（月） 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 

理事長 滝谷博志   

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）委託業務の名称    

清掃管理業務委託 一式 

（２）委託業務の内容 

仕様書による 

（３）履行期間 

2022年 4月 1日から 2023年 3月 31日まで 

（４）履行場所 

岐阜県総合医療センター 

（５）入札書類等 

①交付期間 

2022年１月 26日（水）から 2022年２月９日（水）まで 

②交付方法 

本書類及び 18（１）から（７）の書類を当センターのホームページ上で交付する。 

また、18（８）と（９）については、下記担当部局にて交付する。交付期間は、上記交付

期間の平日 9時から 17時までの間とする。 

③担当部局 

〒500－8717 岐阜県岐阜市野一色 4丁目 6番 1号 

岐阜県総合医療センター管財課管財担当 

電話 058－246－1111（内線 5500） 

電子メール info@gifu-hp.jp 

２ 入札参加者の資格 

 入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。 

（１）岐阜県入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 

mailto:info@gifu-hp.jp
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（２）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者に該当しない 

者であること。 

（３）岐阜県から入札参加資格者名簿登載者にかかる指名停止の措置を受けていない者であるこ 

と。 

（４）岐阜県から「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除に関する措置要綱」に基づく入札参加資 

格停止措置を、競争入札参加確認申請期限日から入札の日までの期間内に受けていない者で

あること。又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 

（５）医療法施行規則（昭和 23年厚生省令第 50号）第９条の 15に規定する基準を満たし、か 

つ、同条第１号に規定する受託業務の責任者を専任で配置できる者であること。 

（６）建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録（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号又は第８号に掲げる事業に係

る同項の登録をいう。）を有する者であること。 

（７）病床数が 500床以上の病院において、１の（１）に定める業務内容がほぼ同じである契約を 

締結し、2019年４月１日以降において 12ヶ月以上継続して履行した実績を有する者であ

り、受託業務を迅速かつ確実に履行できる者であること。 

（８）(一財）財団法人医療関連サービス振興会が交付する医療関連サービスマークの認定を受け 

ており、本件を管轄する本店、支店または事業所が認定範囲に含まれていること。 

（９）当院を管轄区域とする本社・支店・営業所に、以下に掲げる資格を有する職員が在籍してい

ること。 

a 病院清掃受託責任者 

b 建築物環境衛生管理技術者 

c 清掃作業監督者 

d 建築物清掃管理評価資格者 

e ビルクリーニング技能士 

f 医療環境管理士 

  g 防除作業監督者 

３ 入札参加資格の確認 

（１）申請手続 

①提出書類 

入札参加希望者は、下記期限までに入札参加資格確認申請書（別記様式１）に当該申

請書において規定する添付書類を貼付した上で、競争入札参加資格の確認を受けなけれ

ばならない。この場合の経費は、提出者の負担とする。 

ア ２（１）に関する証明 

2022年３月１日（火）時点の岐阜県入札参加資格者名簿に登載されている必要があるが、

当方で当該名簿に登載されていることを確認するため、証明の必要はないものとする。 
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イ ２（６）～２（９）に関する証明 

登録、認定、履行実績を証明できるもの。 

②提出部数 各１部 

③提出期限 2022年２月 14日(月)17時まで 

④提出場所 １（５）③に同じ。 

⑤提出方法 持参または郵送とする。 

⑥守秘義務等 

ア 当法人は、提出された書類について、本件入札参加資格確認以外の目的で使用すること 

はない。 

イ 提出された書類の返却はしない。 

（２）ヒアリングの実施等 

審査は原則として上記の提出書類により行うが、これらの書類からだけでは入札参加資格

の確認をすることができない場合は、別途ヒアリングを行い、又は追加の資料の提出を求め

ることがある。 

入札参加希望者は、当法人から審査に関する上記の資料に関する説明、追加資料の提出等

を求められた場合、入札参加希望者の負担において誠実に対応しなければならない。 

（３）審査結果の通知 

確認の結果は、2022年２月 18日（金）までに通知する。 

（４）入札参加者 

上記の提出書類を上記期限までに提出しない者及び確認の結果入札参加資格がないと認め

られた者は、入札に参加することができない。 

４ 質問及び回答 

質問がある場合は下記期限までに質問書（別記様式７）を提出すること。 

（１）提出先 １（５）③に同じ。 

（２）提出期限 2022年２月 10日（木）17時まで 

（３）提出方法 電子メール 

（４）到着確認 質問提出時は１（５）③の連絡先に電話で到着確認を行うこと。 

（５）質問内容及び回答は、2022年２月 17日（木）までに電子メールまたは電話で回答する。 

５ 入札の日時及び場所 

（１）日時 2022年３月７日（月）14時 30分から 

（２）場所 岐阜県岐阜市野一色 4丁目 6番 1号 

岐阜県総合医療センター 情報交流棟 3階 小会議室 

６ 入札保証金及び契約保証金 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター契約事務取扱規程第 13 条及び第 39 条に該当す
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るときは免除とする。 

 

７ 入札方法 

（１）入札書の提出方法 

持参又は郵送（郵送にあって書留郵便またはそれと同等の手段に限る。）によるものとし、 

電信による入札は認めない。 

（２）代理人による入札 

代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出すること。 

（３）入札書 

入札は、入札書により行う。入札書の作成に当たっては、次の事項に注意すること。 

①入札書に記載する金額 

入札者は、調達する役務に係る一切の諸経費を含めて契約希望金額を見積もること。 

なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額（ 以下「入札書記載金額」

と呼称。）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円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、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を問わず、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。 

②注意事項 

ア 入札書は、1件ごとに 1通を作成して封書にし、入札者の氏名を表記して提出するこ 

と。 

イ 入札書は、インク又は墨等消散し難いもので記入、かつ、記名押印するものとし、その 

記載事項について訂正したときは、訂正印を押すこと。 

ウ 代理人が入札に参加する場合に提出する委任状は、代理権の範囲、代理人の氏名及び代 

理人が使用する印鑑を明示し、委任者（一般には代表者）が記名押印したものである

こと。なお、この場合における入札書の入札者名及び押印は、代理人が記名押印する

こと。 

エ 入札書の金額及び数量は、訂正することはできない。 

オ 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え、又は撤回することはできない。 

 

８ 入札の無効 

次のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。 

（１）入札者が入札参加資格の確認において虚偽の申請を行ったとき。 

（２）入札者が同一事項に対し、二以上の入札をしたとき。 

（３）入札者が他人の代理をし、又は他人の代理を兼ねたとき 

（４）入札保証金を免除した場合を除き、その全部又は一部が納付されていないとき。 
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（５）入札に関し談合等の不正行為があったとき。 

（６）入札書に記名押印がないとき。 

（７）入札書の記載事項の確認ができないとき。 

（８）入札参加資格を有しない者が入札をしたとき。 

（９）岐阜県から、岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく入札参加資格停 

止措置を、本通知の日から入札の日までの間に受けたとき。 

（10）その他契約責任者があらかじめ指定した事項に違反したとき。 

９ 開札の日時及び場所 

５に同じ。 

10 開札方法 

開札は、入札者又はその代理人の立ち会いのもと行う。この場合において、入札者又はその

代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 

11 入札又は開札の中止による損害 

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ときは、これを中

止する。 

入札又は開札の中止による損害は、入札者の負担とする。 

12 落札者の決定方法 

（１）原則 

予定価格に 110分の 100を乗じて得た額（ 以下「入札書比較価格」。) の範囲内で最低の入

札書記載金額をもって入札した者を落札者とする。 

（２）くじによる決定 

落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 

（３）再度入札 

入札書比較価格の範囲内の入札書記載金額による入札がないときは、直ちに再度の入札をす

ることがある。 

なお、再度の入札は１度のみとし、次の者は参加することができない。 

①前回の入札に参加しなかった者 

②前回の入札において無効な入札を行った者 

③初度の入札開札時から立ち会わない郵送入札参加者は、再度入札を辞退したものとみな 

し、再度入札への参加は認めないので、再度入札に参加しようとする郵送入札参加者は、

開札の時間までに開札場所に到着していること。なお、この際に、代理人をして再度入札

に参加する場合は、委任状の提出が必要となる。 
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13 談合対策 

（１）談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表することがあ 

る。 

（２）談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約の締結を 

しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとす

る。 

14 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に限る。 

15 その他 

（１）落札者及び落札者である共同企業体の構成員が、岐阜県から、「岐阜県が行う契約からの暴 

力団排除に関する措置要綱」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の

日までの期間内に受けたときは、当該落札者と契約を締結しない。 

また、契約後に同要綱に基づく入札資格停止措置を受けた場合は、原則、契約を解除する。 

（２）特定調達に係る苦情処理の関係において地方独立行政法人岐阜県総合医療センター政府調達 

苦情検討委員会が調達手続きの停止等を要請する場合がある。この場合、契約の締結をしな

いこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を解除することがある。 

(３）本件委託に係る予算が理事会において成立しなかったときは、契約を締結しない。この場合

において、入札参加者または受託予定者に損害が生じた場合にあっても、地方独立行政法人岐

阜県総合医療センターは、その損害について一切負担しない。 

 

16 Summary 

（１）Main content of contract: 

Cleaning service for the Gifu Prefectural General Medical Center buildings 

（２）Contract period： 

From 1 April, 2022 to 31 March, 2023 

（３）Period for submission of application documents for qualification confirmation： 

From 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (except time slot from noon to 1:00 p.m.) from Wednesday 

26 February, 2022 (except Saturdays and Sundays) to Wednesday 9 February, 2022 

（４）Date, time and venue for bid submission (in person) and bid opening: 

Monday 7 March, 2022 2:30 p.m.  

Small conference room on 3rd floor of the Information exchange building of the Gifu 

Prefectural General Medical Center 

Address: 4-6-1, Noisshiki, Gifu-shi, Gifu, 500-8717, Japan 
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（５）For further information: 

Properties Management Section Gifu Prefectural General Medical Center 4-6-1, 

Noisshiki, Gifu-shi, Gifu, 500-8717, Japan Tel. (058)246-1111 

18 附属資料 

（１）別記様式１ 入札参加資格確認申請書 

（２）別記様式２ 誓約書 

（３）別記様式３ 入札書 

（４）別記様式４ 委任状 

（５）別記様式５ 入札辞退届 

（６）別記様式６ 再度入札辞退届 

（７）別記様式７ 質問書 

（８）別添１ 仕様書 

（９）別添２ 契約書（案） 



 

別記様式１ 

  年  月  日 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 

理事長 滝谷 博志 様 

住    所 

商号又は名称           印 

代表者氏名 

 

入札参加資格確認申請書 

 

2022年 1月 24日付けで公告のありました貴センターにおいて行われる清掃管理業務委

託に係る一般競争入札に参加したいので、下記書類を添えて確認申請します。 

なお、成年被後見人及び被補佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと並びに添付

書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

岐阜県入札参加資格者名簿登録番号  

 

 

記 

 

添付書類 

 

１．誓約書 

２．入札参加者の資格「２（６）～（９）」を証明する書類 

  



 

別記様式２ 

 

誓 約 書 
 

私は一般競争入札説明書に記載の「入札参加者の資格に関する事項」について、当誓約

書提出日現在において、同項目を満たしていることを誓約します。また、入札期日までに、

いずれか一の項目について満たさないこととなった場合は、直ちに報告することをあわせ

て誓約いたします。 

 

  年  月  日 

 

住所 

 

 

 

氏名                                印 

 

 

 

 

 

法人にあっては、法人名及び代表者役職氏名を記入し、法人印及び代表者印を押印す

ること。 

 

 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 

理事長 滝谷 博志 様 

 

 

 

  



 

別記様式３ 

 

入 札 書 
 

￥            円 
 

件名 清掃管理業務委託 

 

本書のとおり入札します。 

なお、契約の金額は表記の金額に当該金額の 10％に相当する額を加算した金額としま

す。 

 

  年  月  日 

 

住 所 

 

 

法人名 

 

 

代表者                               印 

 

 

(代理人)                              印 

 

 

法人にあっては、法人名及び代表者役職氏名を記入し、法人印及び代表者印を押印す

ること。 

 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 

理事長 滝谷 博志 様 

 

  



 

別記様式４ 

 

委 任 状 
 

代理権の範囲 貴センターにおいて行われる清掃管理業務委託に係る一般競争入札に

関すること 

 

代理人の氏名 

 

代理人が使用する印鑑 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり委任します。 

 

年  月  日 

 

住所 

 

 

氏名                                印 

 

 

法人にあっては、法人名及び代表者役職氏名を記入し、法人印及び代表者印を押印す

ること。 

 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 

理事長 滝谷 博志 様 

 

  



 

別記様式５ 

 

入 札 辞 退 届 
 

以下の理由により、貴センターにおいて行われる清掃管理業務委託に係る一般競争入札

を辞退したいので、届け出ます。 

 

入札辞退の理由： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

住所 

 

  

氏名                                印 

 

 

法人にあっては、法人名及び代表者役職氏名を記入し、法人印及び代表者印を押印す

ること。 

 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 

理事長 滝谷 博志 様 

  



 

別記様式６ 

 

再 度 入 札 辞 退 届 
 

以下の理由により、貴センターにおいて行われる清掃管理業務委託に係る一般競争入札

の再度入札を辞退したいので、届け出ます。 

 

入札辞退の理由： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

住所 

 

 

氏名                                印 

 

 

法人にあっては、法人名及び代表者役職氏名を記入し、法人印及び代表者印を押印す

ること。 

 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 

理事長 滝谷 博志 様 

  



 

別記様式７ 

 

質 問 書 
 

質問日 
 

業務名 
清掃管理業務委託 

事業者名 

（法人名） 

 

担当者連絡先 
 

部署 
 

職名 
 

氏名 
 

電話 
 

電子メール 
 

質問内容 

 

 


