
一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 

令和元年11月1日 

地方独立行政法人大阪市民病院機構 

理事長 瀧藤 伸英 

１ 担当部署 

〒534-0027 大阪市都島区中野町５丁目15番21号 都島センタービル5階 

地方独立行政法人大阪市民病院機構財務部財務課（契約）   

電話06-6929-3626 

２ 入札に付する事項 

(1) 役務の名称及び数量 

大阪市立総合医療センター清掃業務委託 長期継続 一式 

(2) 役務の特質等  入札説明書による。 

(3) 履行期間  令和２年４月１日（日）から令和４年３月 31日（水）まで 

(4) 履行場所  入札説明書による。 

(5) 本件業務の入札は、大阪市民病院機構低入札価格調査制度運用要領に基づく低入札価格

調査制度を併用した総合評価一般競争入札とする。 

３ 入札参加資格 

次に掲げる要件のすべてを満たし、本法人の入札参加資格審査においてその資格を認め

られた者は、入札に参加することができる。 

ただし、令和元年11月25日（月）までに資格審査申請を行わない場合は、入札に参加す

ることができない。 

(1) 地方独立行政法人大阪市民病院機構契約規程第３条の規定に該当しない者であること 

(2) 大阪市民病院機構競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置（以下、「停止措置」と

いう。）を受けていないこと 

(3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び 

同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 

(4) 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15に定める基準に適合する者であ

ること 

(5) 平成26年度以降、病床数400床以上の病院において、清潔区域の殺菌業務を含む病院清

掃業務委託契約を元請として1年間以上行った実績があること 

(6) 病床数400床以上の病院において、3年以上の清掃業務についての実務経験を有する直接

雇用者を受託責任者として常駐配置できること 

(7) 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の提出が可能であること 

(8) 印鑑証明の提出が可能であること 

(9) 消費税及び地方消費税の納税証明書（未納の税額がないことの証明書）の提出が可能で

あること 

(10)代理人により入札をしようとする者は、委任状の提出が可能であること 

 ４ 入札説明書等の交付場所等 

(1) 入札説明書等の交付場所及び当該入札に関する問い合わせ先 

本法人ホームページ上及び担当部署（１に同じ） 

(2) 入札説明書等の交付方法 



本法人ホームページ上からダウンロードする方法により交付する。 

 (3) 仕様書の交付方法 

ア 期間 公告の日～令和元年11月25日（月）（本法人の休日を除く。） 

イ 場所 「１ 担当部署」に同じ 

ウ 費用 無償 

(4) 入札参加申請書等の受付期間 

公告の日から令和元年11月25日（月）午後５時15分まで（本法人の休日を除く。）。 

(5) 入札参加申請書等の受付場所  「１ 担当部署」に同じ 

５ 契約条項を示す場所 

(1) 本法人ホームページ上 

(2) 「１ 担当部署」に同じ 

６ 入札手続等 

  本入札は、総合評価一般競争入札により行うので、入札者は入札説明書に基づき、本業務

に関する入札書及び総合評価に関する企画提案書等関係書類を持参又は郵便等により提出

すること。 

(1) 入札執行の日時及び場所 

ア 入札書受付期間  令和２年１月７日（火）午後５時15分までに必着のこと。 

郵便等による入札の場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律

（平成14年法律第99号）第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条9項に規定

する特定信書便事業者若しくは同法第3条4号に規定する外国信書便事業者による

同法第2条第2項に規定する信書便（書留郵便等配達の記録が残るものに限る。以下

「郵便等」という。）により提出すること。 

   イ 企画提案書等提出期間 アに同じ 

ウ 開札予定日時  令和２年１月８日（水）午前10時30分 

エ 提出場所  「１ 担当部署」に同じ 

オ その他  企画提案書等については正本１通及び副本５通計６通を提出すること。

正本１通及び副本５通計６通の提出がない企画提案書等及び所定の企画提案書等

様式に入札者の記名押印がないものは提出がなかったものとみなす。 

 (2) 入札保証金等 

① 入札保証金  免除 

ただし、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額(入札書に記載さ

れた金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（長期継続契約にあ

っては、落札金額を１年当たりの額に換算した額）)の100分の３に相当する違約

金を徴収する。 

② 契約保証金  要 

ただし、契約規程第44条第１項第１号又は第３号に該当するときは、契約保証金を免

除する。 

③ 保証人  不要 

(3) 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 

(4) 契約書作成の要否  要 

(5) 落札者の決定方法 



本業務にとって最適な事業者を選定するため、６(6)の落札者決定基準により、落札者

を決定する。 

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、評価の結果、総得点が最も

高い者を落札候補者とする。評価にあたっては、本法人における評価委員会の意見を踏

まえたうえで、公平かつ客観的に行うものとする。なお、総得点の最も高い者が複数存

在する場合、くじにより落札候補者を決定する。 

ただし、落札候補者の入札金額が、低入札価格調査制度に基づいて決定される低入札

価格調査基準価格を下回る場合は低入札価格調査を行う。 

(6) 落札者決定基準 

① 評価にあたっては、128点の範囲内で配点を行い、総得点の最も高い入札者を落札候

補者とする。 

② 評価を「価格評価」、「技術的評価」及び「公共性（施策反映）評価」に区分し、そ

の配点をそれぞれ64点、24点、40点とする。 

③ 「技術的評価」については、「研修体制」及び「品質保証への配慮」に区分して評価

し、その配点をそれぞれ17点、７点とする。 

④  「公共性（施策反映）評価」については、「福祉への配慮（就職困難者の就業支援）」、

「男女共同参画」、「賃金・労働条件」及び「環境への配慮」に区分して評価し、その

配点をそれぞれ26点、６点、２点、６点とする。 

・ 「福祉への配慮」については、「知的障がい者の就業状況」、「障がい者雇用に関する

取組」、「各種就労支援事業への協力度」及び「就職困難者の雇用に関する取組」に区

分して評価し、その配点をそれぞれ12点、５点、８点、１点とする。 

・ 「男女共同参画」については、「男女共同参画に関する取組」、「女性活躍促進に関す

る取組」に区分して評価し、その配点をそれぞれ２点、４点とする。 

・ 「賃金・労働条件」についての配点は、２点とする。 

・ 「環境への配慮」については、「環境への取組」、「再生品の使用」及び「低公害車の

導入等」に区分して評価し、その配点をそれぞれ２点、２点、２点とする。 

⑤  本基準の詳細は、入札説明書による。 

(7) 入札者に要求される事項 

  入札参加を希望する者は、本公告に示した入札参加申請書等を令和元年11月25日（月）

午後５時15分までに、持参又は郵便等により必着のこと。なお、当該書類に関し本法人

より説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

   提出された書類等の審査の結果によっては、入札に参加することができない。 

７ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(1) 契約規程第29条第１項各号の一に該当する入札 

(2) 申請書類に虚偽の記載をした者の入札 

(3) 本法人所定の入札書を用いないでした入札 

(4) 低入札価格調査制度に基づく低入札価格根拠資料を期限までに提出しなかった者によ

る入札 

(5) 落札決定までの間に大阪市民病院機構競争入札参加停止措置要綱に基づく競争入札参

加停止措置を受けた者又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措



置を受けた者がした入札 

８ その他 

(1) この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 

(2) 落札決定後、契約締結までに落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札

等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。 

(3) 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基

づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

(4) 詳細は入札説明書による。 

９ Summary 

(1) Nature and quantity of the services to be required： 

The Osaka City General Hospital cleaning business consignment long-term contract 

 (2) The closing date and time for the submission of application forms and attached 

documents for the qualification confirmation:  

5:15 p.m., 25 November 2019 

(3) The date and time for the submission of tenders: 

5:15 p.m., ７ January 2020 

 (4) A contact point where tender documents are available:  

Financial Affairs Division, Osaka City General Hospital, Osaka City Hospital 

Organization 

15-21, Nakano-cho 5-chome, Miyakojima-ku, Osaka 534-0027 

 TEL06-6929-3627 

(We accept applications that are presented in Japanese only.) 

(大阪市民病院機構財務部財務課（契約）) 


