
  ○地方独立行政法人岐阜県総合医療センター一般競争入札公告 

 

 一般競争入札を下記のとおり行うので、地方独立行政法人岐阜県総合医療センターの物品等又は特定役

務の調達手続の特例を定める規程第５条により公告する。 

    2022年 2月 2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 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

(1) 品名・数量  2022年度診療材料(特定保険材料)単価契約 

                    詳細については別添仕様書のとおり 

(2) 納入場所  岐阜県岐阜市野一色４丁目６番１号 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 

(3) 納入期間  2022年 4月 1日から 2023年 3月 31日まで 

 

２ 入札参加者の資格に関する事項 

(1) 岐阜県入札参加資格者名簿に登録されていること。 

(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でないこと。 

(3) 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設置要綱」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こと。または、同要綱別表に

掲げる措置要件に該当しないこと。 

(4) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立て（同法附則第 2条の規定によりな

お従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。）がなされている者（同法に基づき更

生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、岐阜県が別に定める手続に基づく

入札参加資格の受付がなされている者を除く。）でないこと。 

(5) 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（同法に基づき

再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、岐阜県が別に定める手続に基づ

く入札参加資格の受付がなされている者を除く。）でないこと。 

(6) 破産法（平成 16年法律第 75号）に基づき破産手続き開始の申立てがなさそうな者およびその開始決定が

されている者（同法附則第 3条第 1項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係るものも

含む。）でないこと。 

(7) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年法律第 145号）に基

づいて診療材料に係る販売業の許可を受けている者であること。 

(8) 当センターを含む５００床以上の病院等において診療材料（特定保険材料）の納品実績があり、すべての納

品物において適正な品質を確保することができる者であること。 

 

３ 入札手続等に関する事項 

(1) 担当部局 



〒500-8717  岐阜県岐阜市野一色 4丁目 6番 1号 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 事務局経営企画課物品担当 

電話  058-246-1111 内線 5528 

(2) 入札公告の掲載期間及び掲載場所 

(ア) 掲載期間 

2022年 2月 2日(水)から 2022年 2月 18日(金)までの間。 

(イ) 掲載場所 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センターのホームページ上に掲載します。 

(3) 競争入札参加資格の確認 

(ア) 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）」に、２に掲げる資格を証

明する書面を添付した上で３の(1)まで提出し、競争入札参加資格の確認を受けてください。 

(イ) 提出期限 2022年 2月 18日（金） 17時まで 

期限までに競争入札参加資格確認申請書を提出しない者又は競争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ません。 

(ウ) 提出方法 ３の(１)宛に郵送または持参により提出してください。ただし、郵送の場合は、３の(3)の(イ)提

出期限に必着とします。 

(エ) 競争入札参加資格の確認結果は、2022年 2月 25日(金)までに通知します。 

(4) 入札の日時及び場所 

（ア）  日  時   2022年 3月 28日（月）  9時 30分～ 

16時 00分～ 結果発表・再度入札・くじ引き 

（イ）  場  所    岐阜県岐阜市野一色 4丁目 6番 1号 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 情報交流棟３階 講堂 

(5) 入札方法に関する事項 

(ア) 入札書は、本人又はその代理人が入札をするものとします。ただし、代理人が入札する場合には、入札

前に委任状を提出してください。 

(イ) 入札書の記載 

入札金額は消費税抜きの金額を記載してください。 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とします。 

(6) 開札の日時及び場所 

開札は、入札の終了後に３の（４）場所において、入札者立ち合いのうえ行います。 

なお、開札の結果、予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行います。 

 再度入札は原則１回のみとします。 

(7) 落札者の決定方法 

入札書比較価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。ただし、落札価格は、入札

書記載金額とします。落札となるべき入札書記載金額が複数あるときは、くじによって落札者を決定します。

なお、この場合においては、くじを引くことを辞退することはできません。 

 

４ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 



     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,第３９条に該当するときは免除 

 します。 

 

５ 入札の無効に関する事項 

      次のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とします。なお、無効な入札を行った者は、原則と  

して再度入札に参加できません。 

(1) 入札者が同一事項に対し、２以上の入札をしたとき。 

(2) 入札者が他人の代理人をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき。 

(3) 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ないとき。 

(4) 入札に関して談合等の不正行為があったとき。 

(5) 入札書に記名押印がないとき。 

(6) 入札書記載事項の確認ができないとき。 

(7) 入札書に別紙明細書が添付されていないとき。 

(8) 入札参加資格を有しない者が入札したとき。 

(9) 再度入札に付した場合に、前回の最低入札書記載金額と同価格以上の入札書を提出したとき。 

(10) 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。 

(11) 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。 

 

６ 入札又は開札の中止による損害に関する事項 

      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場合には、これを中止します。 

入札または開札の中止による損害は、入札者の負担とします。 

 

７ その他 

(1) 郵便又は電信による入札は認めません。 

(2) 入札書は、別添の様式によるものとします。 

(3) 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 

(4) 入札書は封書にし、入札者の指名を表記して提出してください。 

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してください。 

(5) 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、訂正印を押してください。 

(6) 入札は、本人又はその代理人が行ってください。ただし、代理人が入札する場合には入札前に別添の委任

状を提出してください。 

(7) 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(一般的には代表者)が記名押印したものとしてください。なお、この場合における入

札書の入札者名及び押印は、代理人が記名押印してください。 

(8) 再度入札に付した場合、前回の最低入札書記載金額と同価格以上の入札書を提出したときは、次回、再度

入札に参加できません。 



(9) 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ものとする。 

また、契約後に同要綱に基づく入札参加資格停止措置を受けた場合は、原則、契約を解除します。 

(10) 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ります。 

(11) 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

ります。なお、この場合は、原則として指名替えのうえ改めて入札を行うものとします。 

(12) 再度入札となったときに入札を辞退する場合は、再度入札辞退届を提出してください。 

(13) その他、本入札執行については、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の定める

ところによります。 

(14) 本入札に係る予算が理事会において成立しなかったときは、契約を締結しません。 

この場合において、入札参加者または契約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ません。 

(15) 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

８ Summary 

(1) Unit price contract of Medical Material ：  4,013 items 

(2) Contract period:From 1 April,2022 to 31 March,2023 

(3) Date and time for the distribution of the tender documentation: 

Any time from 2 February through 18 February 2022 

(excluding weekends and national holidays) 

(4) Deadline for the submission of bidding registration forms and relevant documents: 5:00 

p.m. 18 February 2022. 

Applicants will be notified of the screening results by 25 February 2022. 

(5) Date, time and place for the opening of the bids and the tenders: 

The meeting for the opening of bids and tenders will begin promptly at 9:00 a.m. on 28 

March 2022 at the Lecture Hall 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 

(6) Date, time and place for the announcement of results: 

The meeting for announcement of results will begin promptly at 4:00 p.m. on 28 March  

2022 at the Lecture Hall 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 

(7) For further information, please contact：Management Planning Division, 

Gifu Prefectural General Medical Center 4-6-1, Noisshiki, Gifu-shi, Gifu,  

500-8717, Japan  Tel: 058-246-1111(ext.5528) 

 



 附属資料： 

    別記様式 1  入札参加資格確認申請書 

    別記様式 2  誓約書 

    別記様式 3  入札書 

    別記様式 4  別紙明細書 

    別記様式 5  入札書（2回目） 

    別記様式 6  委任状 

    別記様式 7  再度入札辞退届 

 

    別添     仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式 1 

入札参加資格確認申請書 

 

 

  2022年 2月 2日公告 2022年度診療材料(特定保険材料)単価契約の一般競争入札に参加したいので、

関係書類等を添えて申請します。 

 

 

  添付書類等 

1．医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年法律第 145号）に基づく

管理医療機器の販売業の届出を行っている者で、かつ同法に基づく特定保守管理医療機器の販売業の許可を

受けている者であることを証明できる書類。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          年  月  日 

 

 

                                  住 所 

 

 

                                   氏 名                                     印 

 

 

                                  代理人                                     印 

 

 

                                         法人の場合は、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 様 



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 

 

※法人の場合は、法人名及び代表者職氏名を記入し、 

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 様 

 

 

 

 



別記様式3 

 

 

入 札 書 
 

 

№ 物品ｺｰﾄﾞ 品名 規格 販売メーカー 
包装単位 

(名称) 
単価 

       

 

― 別紙入札書明細書のとおり ― 

 

       

 

上記のとおり入札します。 

 

なお、契約の金額は表記の金額とします。 

 

 

 

       年  月  日 

 

 

住 所 

 

氏 名               印 

 

 

法人の場合は、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。  

（押印は代理人による入札の場合を除く。） 

 

  代理人               印 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター理事長  様 

第１回 



別記様式5 

 

入 札 書 

No. 物品ｺｰﾄﾞ 品名 規格 販売メーカー 
包装単位 

(名称) 
単価 

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

上記のとおり入札します。 

 

なお、契約の金額は表記の金額とします。 

 

       年  月  日 

住 所 

 

氏 名               印 

 

法人の場合は、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。  

                            (押印は代理人による入札の場合を除く。） 

  

 

                     代理人               印 

 

 

 

地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター理事長  様 

第２回 



別記様式6 

 

委 任 状  

 

 

 

代 理 権 の 範 囲    2022年度診療材料（特定保険材料）の入札に関すること 

 

 

 

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 

 

 

 

 

地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター理事長 様  



別記様式7 

 

再度入札辞退届  

 

 

   業 務 名   2022年度診療材料（特定保険材料）の入札に関すること 

 

 

上記業務にかかる再度入札について、以下の理由により入札を辞退します。 

 

 

（辞退理由） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  年  月  日 

 

                     

住 所 

 

氏 名               印 

 

                     

法人の場合は、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。  

                             （押印は代理人による入札の場合を除く。） 

                       

代理人                 印 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター理事長 様 



別添 

仕 様 書  

 

１ 契約物品  2022年度診療材料（特定保険材料） 

 

物品ｺｰﾄﾞ 品 名 規 格 製品番号 包装数 包装単位 

(名称) 

販売ﾒｰｶｰ名 予定数量 

        

       

― 別紙品目一覧のとおり ― 

      

        

 

２ 契約条件 

 

（１） 当センターが必要とする物品及び数量を確実に納入し得ること。 

また、緊急に必要な発注に対して迅速に納品するものとする。 

 

（２）定期発注品目については、原則として欠品なく納品すること。 

 

（３）納品物に不良が発見された場合は速やかに当該納品物の回収及び交換を行うこと。 

 

（４）物品の特性に合わせた管理を行い、納品すること。 

 

（５）新たな物品の注文に対し納品する場合には、地方独立行政法人岐阜県総合医療センターSPDシステ

ム運用のため、原則、当センターの要求するマスタデータを経営企画課物品担当に提出後、納品する

こと。 

 

（６）大規模災害発生時に、緊急を要する納品の依頼を行った場合には、可能な範囲で納品を行うよう協

力するものとする。 

 

３ 契約期間 

 2022年４月１日から 2023年３月 31日まで 

 

 

 


