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公告第 １ 号 

業務委託【一般競争入札】 

件名：中央滅菌室及び内視鏡洗浄業務委託 

 

業務委託（一般競争入札）について次のとおりお知らせします。 

（この情報は、地方独立行政法人佐世保市総合医療センター契約規程第 6 条の規定に基づき公告してい

ます。） 

 

令和元年 6月 11日 

地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 

理事長  澄川 耕二 

１．入札に付する事項 

（１）業務名称 

    中央滅菌室及び内視鏡洗浄業務委託 

（２）業務内容 

   1) 滅菌室及び中央手術室における医療用器材の洗浄・滅菌・管理・搬送業務  

2) 手術室清掃業務及び補助業務 

3) 内視鏡センターにおける医療用器材の洗浄・滅菌・管理・搬送業務 

（３）委託契約期間 

    導入準備期間：契約締結日から令和元年 10月 31日まで 

    運 用 期 間：令和元年 11月 1日から令和 5年 3月 31日まで（長期継続契約） 

    ※導入準備期間においては、委託費用等料金は発生しないものとする。 

（４）履行場所 

    佐世保市平瀬町 9番地 3  佐世保市総合医療センター 

（５）契約保証金 

   契約保証金の額は、契約金額の 10分の 1以上とし、契約締結前に納付しなければならない。

ただし、地方独立行政法人佐世保市総合医療センター契約規程第 24条各号のいずれかに該当

する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。 

（６）担当部署 

   佐世保市総合医療センター事務部 財務課 

   ＴＥＬ：(0956)24-1515 内線 6906  ＦＡＸ：(0956)87-1953 

    E-Mail：souzaim@hospital.sasebo.nagasaki.jp （担当：近藤） 

（７）その他 

    本入札は、紙入札により行う。 

 

２．参加資格要件 

  本提案競技の参加資格は、下記の条件を全て満たす者とする。 

① 平成 25年 4月以降、一般病床 300床以上の病院に.おいて、院内洗浄・滅菌業務の元請け

として２年以上継続して履行した実績を有すること。 
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② 医療法施行規則第９条の９の基準に適合していること。 

③ 業務責任者として、病院における滅菌消毒業務を３年以上経験した者を配置すること。 

④ 業務従事者の中から第二種滅菌技士認定の資格を有する者を配置すること。 

⑤ 業務従事者の中から第一種圧力容器取扱作業主任者を配置すること。 

⑥ 業務従事者の中から特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者を配置すること。 

⑦ 業務従事者の中から病院清掃実務を１年以上経験した者を配置すること。 

⑧ 佐世保市の委託・役務等入札参加資格者名簿に登録されている者。または、登記事項証明

書を提出し、佐世保市の入札参加資格者名簿に登録されている者と同等の資格要件を満た

していると本院が認める者。 

⑨ 一般競争入札参加資格確認申請書（以下「資格申請書」という。）提出時に、市町村税、消

費税及び地方消費税の滞納がない者。 

⑩ 佐世保市の指名停止期間中及び指名除外期間中でない者。 

⑪ 資格申請書の提出期限日以前 6か月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を

出していない者。 

⑫ 会社更生法第 17 条の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法第 21条第 1項

の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

(会社更生法の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手

続き開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画

の認可の決定が確定された者を除く。) 

⑬ 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 6号に

規定する暴力団員又は同法第 2条第 2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係

を有する者と関係する者でないこと。 

  ※契約時に③～⑦の配置予定技術者名簿を提出すること。 

 

３．入札参加資格審査及び入札の手続き 

 競争入札参加者は次のとおり、郵便又は持参により、資格申請書及び下記に掲げる委託業務を履

行できることを証明する書類等を添付のうえ、１部提出し、入札参加資格の確認を受けなければな

らない。なお、参加者又はその代理人は、職員の求めに応じ書類等の内容について説明しなければ

ならない。 

 提出書類 様式 

①一般競争入札参加資格申請書 様式第 1号 

② 会社案内・概要書 様式自由（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄでも可） 

③ 受託実績一覧表（2.参加資格要件①の証明） 様式第 3号 

④ 契約書の写し（ 〃 ）  

⑤ 2.参加資格要件⑨を証明できるもの 納税証明書 

⑥ 登記事項証明書 

（※）（2.参加資格要件⑧の証明） 
登記事項証明書 

⑦ 誓約書（会社更生法） 様式第 5号 

⑧ 誓約書（暴力団対策法） 様式第 6号 

 ※佐世保市の委託・役務等入札参加資格者名簿に登録がない者のみ提出すること。 
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（１）入札参加資格申請書類、仕様書等の交付 

  ①交付期間 

   公告の日から令和元年 6月 21日（金）午後５時まで  

  ②交付方法 

   本院ホームページに掲載する。 

（２）申請書類の提出期間及び提出場所 

  ①提出期間 

   公告の日から令和元年 6月 21日（金）午後 5時まで  

  ②提出先 

   佐世保市平瀬町 9番地 3 

  地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 財務課契約係 

  電話 0956-24-1515 

③提出方法 

   持参又は郵送により、②の提出先に提出すること。 

持参の場合：受付時間は午前 9時から午後 5時まで（但し、土・日・祝を除く。） 

郵送の場合：令和元年 6月 21日（金）必着（書留、特定記録等、配達が確認できる方法） 

※郵送で提出する場合、郵便物の不達防止のため、配達状況が記録される方法（簡易書留 

特定記録等）で出すこと。なお、当院へ配達されるまでの間に起きた事故等により期限

内に申請書が届かない場合は、申請者の責任とし、当院は一切の責任を負わない。 

（５）参加資格審査の結果通知 

  資格申請書等に基づいて参加資格審査を行い、その結果を令和元年 6月 27日（金）までに通

知する。 

 

４．本業務に関する質問及び回答 

  本業務の内容に関する質問がある場合は、公告の日から令和元年 6月 28 日（金）までの期間 

に、質問書（様式第 6号）により、担当部署まで電子メールにて問い合わせること。 

質問に対する回答は、質問事業所名を伏せたうえで、令和元年 7月 5日（金）までに、参加資

格者全員に電子メールにて送信する。 

 

５．現場確認 

 本入札への参加申込をした者は、現場を確認することができるものとする。但し、現場案内だ

けで、当院からの説明はないものとする。自由見学。質問は質問書により受け付ける。現場確

認を希望する場合は、前日までに財務課契約係まで電話、電子メール等で申し込むこと。な

お、現場確認は以下の日時で行う。 

日時：令和元年 6月 12日（水）～ 令和元年 6月 25日（火） 

午前 9時から午後 4時半まで 

場所：地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター  

中央滅菌室、内視鏡センター、手術室 
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６．入札日時、場所 

 （１）入札日時 

     令和元年７月１０日（水） 午前１１時００分 

 （２）入札場所 

佐世保市平瀬町９番地３ 

     地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター ２階 大講堂（後） 

 （３）特記事項 

①代表者または受任者(営業所長等)以外の代理人が入札に参加する場合は、前記届出の代表

者による委任状を持参すること。委任状は配布した用紙を使用するか、その内容に従って

作成すること。委任状には業務名、委任者の住所名称・代表者氏名・社印・代表者印、ま

た受任者（代理人）の氏名・押印がなければ無効となるので、十分気をつけること。 

   ②入札に参加しようとする入札参加資格者が２人未満の場合は、入札を中止する。 

   ③入札に使用する用紙は配布した用紙を用いること。 

   ④入札額は契約期間（令和元年 11月 1日から令和 5年 3月 31日まで）中の月額を消費税抜

きの金額で記入すること。（契約時に落札価格に消費税に相当する額を加算する。）   

 

７．契約者及び契約金額の決定方法 

 （１）入札は、予定価格に達しない場合、最高３回まで行う。 

 （２）入札は、予定価格の制限の範囲内で入札した者を契約の交渉権者とし、その者が複数とな

る場合は、入札価格が低い者から順に交渉順位を付する。なお、最も価格の低い者が２者以

上あるとき、または第２位となる入札をした者が２者以上あるときは、くじにより決定し、

上位の交渉権者を決定する。 

 （３）交渉権者のうち、最も価格の低い者を第一交渉権者とし、その者との交渉により契約額を

決定する。なお、交渉が不調となり、契約締結の見込みがないと判断された場合には、交渉

順位に従い、他の交渉権者と交渉を行い、契約額及び契約者を決定する。 

 （４）入札を執行しても予定価格に達しなかった場合は、最終入札の最低価格の入札者と協議の

上、見積書を徴する。 

（５）入札書には日付、会社名を明記し、社印、代表者印を押印すること。代理人が入札を行う

場合は、社印・代表者印は押印せず、代理人の氏名を記入し、その印を押印すること。訂正

印も同じく代理人の印鑑を押印すること。 

（６）必要事項を記載した入札書は、業務名、社名を記入した封筒に入れ、入札箱に投函をする

こと。   

（７）当日は、可能であれば、社印、代表者印を持参すること。代理人の場合は、代理人の印を

持参すること。   

（８）次の場合、入札は無効となるので十分気をつけること。①入札に参加する資格がない者の

した入札／②委任状のない代理人のした入札／③入札書に入札価格の記載がないもの／④入

札書の入札価格を訂正したもの／⑤入札書に入札者の記名押印がないもの／⑥入札書中の文

字等が判読しにくいもの／⑦同一事項の入札について、同時に２通以上の入札書を提出した

もの／⑧入札に際し不正の行為があったと認められるもの。 

（９）指名した業者等が契約締結までの間に各種契約等からの排除措置を受けたときは、指名を
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取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。 

 

８．その他の留意事項 

 （１）入札参加者は、係員の指示に従うこと。 

 （２）室内では静粛にし、私語は慎むこと。携帯電話の電源は切ること。 

 （３）入札書の書換え、引換えまたは撤回をしないこと。 

（４）入札に参加できるものは、当日の入札に参加する指名業者の代表者またはその委任を受 

けた代理人のほか１名までとする。（合計２名まで） 

（５）開始時間を厳守すること。 

 

 

 

※参考 佐世保市総合医療センター概要 

(1) 病床数 

許可病床数 594 床（うち、結核病床 20床、感染症病棟 4 床を含む）。 

(2) 年間外来延患者数 

184,266 人（平成 30 年度実績） 

(3) 年間入院延患者数 

174,381 人（平成 30 年度実績） 

(4) 手術室数 

11 室 

(5) 年間手術実績 

5,282 件（平成 30 年度実績） 

外科 乳腺外科 呼吸器外科 消化器外科 形成外科 眼科 

616 132 175 465 577 703 

産婦人科 整形外科 泌尿器科 耳鼻咽喉科 脳神経外科 皮膚科 

607 417 752 243 190 139 

内科その他 心臓血管外科 歯科    

48 164 54    

 

(6) 年間内視鏡実績 

5,392 件（平成 30 年度実績） 

上部 大腸 ERCP BF 

3,002 1,607 407 376 

 


