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  八市病公告第 ３ 号 

 

条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１

項の規定により、次のとおり公告する。 

 

  令和元年１１月２８日 

 

                              八戸市立市民病院事業 

                              管理者 三 浦 一 章 

 

記 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 課 名   八戸市立市民病院物流施設課 

(2) 工事番号  第 ２ 号 

(3) 工事名    八戸市立市民病院貫流ボイラーＢＳ-３、ＢＳ-４更新工事 

(4) 工事場所   八戸市田向三丁目 1番 1号 

(5) 工 期    令和２年３月２５日まで 

(6) 工事概要  ・エネルギー棟熱源機械室内重油焚き貫流ボイラー２基及び付帯配管の更新 

         ・既存ボイラーとの台数制御運転及び中央監視室ＢＥＭＳによる遠方発停、状態監視、

異常警報表示を可能とする改修 

         ・既存ボイラーＢＳ-4の更新に併せて、電源を商用回路から非常用回路へ切替 

（ＢＳ-３は切替済み） 

 (7)予定価格  １５，０５０，０００円（消費税及び地方消費税の額を除く） 

(8) 本工事は、八戸市条件付き一般競争入札要領（平成３０年４月１日実施）第５条第３項に規定する

事後審査方式により入札を行う。 

(9)本工事は、入札書を郵送で提出する方法により入札を行う。 

 

２ 入札参加資格 

 次に掲げる各号の要件を満たす者であること。 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する者に該当しないこと。 

(2) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく機械器具設置工事業について許可を

受けていること。 

(3) この公告の日から入札日までのいずれの日においても、八戸市建設業者等指名停止要領（平成１６ 

年６月１日実施）に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

(4) 八戸市請負工事等の競争入札等参加者の資格に関する規則（昭和４２年八戸市規則第９号）第３条

の規定に基づく機械器具設置工事の入札参加資格の認定を受け、 建設業法第２７条の２３第１項に

規定する経営事項審査の総合評定値通知書（本件工事の開札日において有効かつ最新のものとする。）

における機械器具設置工事の総合評定値が７００点以上であること。 

(5) 市から請け負った工事のうち平成２９年度及び３０年度に完成検査が終了した工事がある場合、当

該工事について八戸市請負工事成績評定要領（平成２８年４月１日実施）第６条の工事完成検査結
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果（成績評定）通知書に記載された成績評定点の機械器具設置工事の平均値が６５点以上であるこ

と。 

(6) 市から請け負った工事のうち公告日の前日から起算して１ヶ月以内に完成引渡しをした工事がある

場合、当該工事について成績評定通知書に記載された成績評定点が６５点以上であること。 

(7) 市内に本店を有していること。 

(8) 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がなされている者又は民事

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がなされている者でないこと（手

続開始の決定後、市長が入札参加資格審査の再認定をした者を除く。）。 

 

３ 参加申請 

(1) 入札参加希望者は、八戸市条件付き一般競争入札（事後審査方式）参加申請書（以下「参加申請書」 

 という。）を提出すること。（八戸市立市民病院ホームページよりダウンロードすること。） 

なお、期限までに参加申請書を提出しない者は、入札に参加することができない。 

(2) 提出先     物流施設課 ＦＡＸ ０１７８－７２－５０３８ 

(3) 受付期間   令和元年１１月２８日（木）から令和元年１２月４日（水）まで 

         （土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

(4) 受付時間   午前８時１５分から午後５時までとする。 

       ただし受付最終日においては午前８時１５分から正午までとする。 

(5) 提出方法   ＦＡＸにより提出するものとする。 

 

４ 参加申請の受付 

参加申請を受け付けたときは、提出された参加申請書に物流施設課の受付印を押して令和元年１２月

４日（水）午後５時までにＦＡＸで返信する。なお、参加申請書を提出したにもかかわらず、返信が無

い場合は速やかに物流施設課まで連絡すること。 

         物流施設課    電話 ０１７８－７２－５０３７ 

 

５ 設計図書の販売 

(1) 設計図書は、有料販売するので、入札参加を希望する者は期限までに購入すること。 

なお、期限までに設計図書を購入しない者の入札書は、無効とする。 

(2) 設計図書の販売価格   １，１００円（税込） 

(3) 設計図書の購入期間  令和元年１１月２８日（木）から令和元年１２月４日（水）までの購入先

の営業時間内 

(4) 設計図書の購入先 マイクロセンター株式会社 

八戸市小中野二丁目１６番４号 

電話  ０１７８－４５－９０６１ 

営業日 月曜日から金曜日まで 

営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分まで 

(5) 購入方法 あらかじめ電話で予約の上、現金との引換えにより購入すること。 

  なお、必ず、領収書を受け取り、入札（開札）が終了するまで保管してお

くこと。 
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６ 設計図書に対する質問 

(1) 設計図書に対する質問がある場合は、次に従い、質問回答書（様式は販売する設計図書の中に含む。）

により提出すること。 

  イ 提出先   物流施設課 Ｅメールアドレス yuu_kitasawa@city.hachinohe.aomori.jp 

ＦＡＸ  ０１７８－７２－５０３８ 

  ロ 期 間   令和元年１１月２８日（木）から令和元年１２月４日（水）正午まで 

ハ  提出方法  質問回答書はＥメール又はＦＡＸにより提出するものとし、持参又は郵送によるも

のは受け付けない。 

(2) 質問に対する回答は、令和元年１２月６日（金）午後５時までに、Ｅメール又はＦＡＸで質問者及

び参加申請を受付した全員に回答する。 

 

７ 入札（開札）の日時及び場所 

(1) 日 時    令和元年１２月１６日（月） 午後１時３０分 

(2) 場 所    八戸市立市民病院 講堂３ 

 

８ 入札方法等 

(1) 入札書は、郵送により提出するものとする。 

(2) 宛 先    〒０３１－８７９９ 八戸郵便局留 八戸市立市民病院物流施設課行 

(3) 到着期限   令和元年１２月１２日（木） 午後５時までに物流施設課必着 

(4) 郵送方法   一般書留又は簡易書留のいずれかによる。 

(5) 入札書は、病院の指定するものとする。（八戸市立市民病院ホームページよりダウンロードすること。） 

(6) 入札書の日付は、入札（開札）の日を記入すること。 

(7) 落札決定にあたっては、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（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。 

(8) 入札の執行回数は、１回とする。 

(9) 次に掲げるいずれかに該当する入札は、無効とする。 

イ 一般書留又は簡易書留以外の方法で入札書を提出した入札 

   ロ 入札書が到着期限を過ぎて到着した入札 

   ハ 入札書が郵送された封筒記載の工事名、入札日及び差出人名、入札書が封印された封筒記載の

工事名、入札日及び入札者名並びに同封された入札書の工事名、入札日及び入札者名の全てが

一致しない入札 

   ニ 入札書が郵送された封筒に工事名、入札日、差出人住所及び差出人名が記載されていない入札 

   ホ 入札書が封印された封筒に工事番号、工事名、入札日及び入札者名が記載されていない入札 

   ヘ 指定する入札書以外の入札書を提出した入札 

   ト 工事番号、工事名、工事場所、入札日のいずれかの事項を誤記入した入札書を提出した入札 

   チ 有効な積算内訳書が提出されていない入札 
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９ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金  免除 

(2) 契約保証金  契約金額の１０分の１以上の金額を納付するものとする。ただし、履行保証保険契

約又は公共工事履行保証契約を締結した場合は、契約保証金を免除する。また、銀

行若しくは管理者が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証をもっ

て、契約保証金の納付に代えることができる。 

 

10 入札の辞退 

入札を辞退する場合は、入札（開札）までに郵送又は持参により入札辞退届（八戸市立市民病院ホー

ムページよりダウンロードすること。）を提出すること。ただし、郵送の場合は、入札（開札）日前日

までに物流施設課必着とする。 

 

11 積算内訳書 

(1) 入札書の提出に際し、入札価格決定の根拠となった積算金額を記載した積算内訳書を同封すること。 

(2) 積算内訳書の表紙は、八戸市立市民病院の指定する様式によること。（八戸市立市民病院ホームペー

ジよりダウンロードすること。） 

(3) 積算内訳書の内容は、設計図書に定めるところによること。 

(4) 積算内訳書の日付は、入札（開札）の日を記入すること。 

(5) 次に掲げるいずれかに該当する積算内訳書は、無効とする。 

  イ 積算内訳書の金額、名称若しくは氏名、印影若しくは日付、重要な文字が誤脱し、若しくは識

別しがたいもの 

  ロ 八戸市立市民病院の指定する方法によらず作成されたもの 

  ハ 入札価格と合致しないもの 

   ニ 八戸市立市民病院の指定する表紙がないもの 

 ホ 記載内容が明らかに合理性を欠くもの 

  ヘ  その他、明らかに誠実さを欠いて作成されたと認められるもの 

(6) 提出した積算内訳書は、引換え、撤回、又は修正することができない。 

 

12 入札条件 

(1) 八戸市財務規則第１１８条に規定する入札者心得書を遵守すること。 

(2) 入札参加者が１者のみの場合であっても入札を行う。 

 

13 入札（開札）の立会い 

(1) 入札（開札）にあたり、入札参加申請者の中から、入札立会人２名を決定し、入札立会依頼書を郵

送する。依頼を受けた者は、入札（開札）に立ち会うこと。 

(2) 入札参加者が１者のみの場合は、当該参加者及び当該入札事務に関係のない職員を立会人とする。 

(3) 予定された立会人が入札（開札）に立ち会わなくなったときには、当該入札事務に関係のない職員

を立ち会わせる。 
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14 落札候補者の決定方法 

(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者（最低制限価格未満の入札をした者を除

く。）を落札候補者とし、落札を保留する。 

(2) 最低の価格をもって入札した者が２者以上いるときは、くじにより落札候補者及び次の順位以降の

者（以下「次順位者」という。）を決定する。この場合において、当該入札者が立会人として参加

している場合はその者にくじを引かせ、参加していない場合は当該入札事務に関係のない職員にく

じを引かせるものとする。 

 

15 落札候補者への連絡  

落札候補者には、開札終了後、直ちに電話連絡する。 

 

16 参加資格確認書類の提出 

(1) 落札候補者は、八戸市条件付き一般競争入札（事後審査方式）参加資格確認申請書（八戸市立市民

病院ホームページよりダウンロードすること。）及び次に掲げる書類（以下「確認申請書等」という。）

を提出し、入札参加資格を有することについて確認を受けること。 

なお、期限までに確認申請書等を提出しない場合又は参加資格の確認のために行う指示に従わない

場合は、落札候補者の行った入札は無効とする。 

イ 最新の総合評定値通知書（経営事項審査結果通知書）の写し（Ａ４判） 

ロ 配置予定技術者調書（八戸市立市民病院ホームページよりダウンロードすること。） 

    ○添付書類 

①記載した技術者の技術検定合格証明書の写し等の資格等を確認できる書類を添付すること。 

②申請者に常時雇用されている者であることを確認出来る書類の写しを添付すること。 

(2) 提出先     物流施設課 ＦＡＸ ０１７８－７２－５０３８ 

                電 話 ０１７８－７２－５０３７ 

(3) 提出期限   令和元年１２月１８日（水）まで 

(4) 受付時間   午前８時１５分から午後５時までとする。 

(5)  提出方法   ＦＡＸにより提出するものとする。送信前に必ず、物流施設課に電話連絡する 

こと。 

(6)  その他 

イ 確認申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

ロ 提出された確認申請書等は、返却しない。 

ハ 提出期限日経過後は、提出された確認申請書等の差替え、訂正及び再提出は認めない。 

ニ 提出された確認申請書等の内容について、別途その内容を聴取することがある。 

 

17 入札参加資格の確認 

(1)  落札候補者の入札参加資格の確認は確認申請書等が提出された日の翌日から起算して２日以内

（土曜日、日曜日及び祝日の日数は参入しない。）までに行い、入札参加資格があると認めたと

きは、落札決定とし、入札参加資格がないと認めたときは、当該落札候補者の行った入札は無効

として、次順位者から順次審査を行う。この場合において、確認の結果、落札者が決定したとき
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は、他の入札参加者の確認は行わない。 

落札者には、電話で連絡するとともに、落札の決定があった旨をＦＡＸで通知する。 

この場合、速やかに全入札参加者にＦＡＸにより通知する。 

(2)  入札参加資格がないと認めた者に対する通知 

入札参加資格がないと認められた者には、八戸市条件付き一般競争入札参加資格確認通知書を郵

送し、ＦＡＸによる通知も行う。入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認

めた理由について、次に従い、書面（様式は任意）により説明を求めることができる。 

イ 提出先   物流施設課 

ロ 提出期限  八戸市条件付き一般競争入札参加資格確認通知書に記載された日 

ハ 提出方法  書面は持参により提出するものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付けない。 

(3) 管理者は、前号により説明を求められたときは、説明を求めた者に対し書面により速やかに回答す

る。 

   (4) 落札候補者が、落札決定までの間に、八戸市建設業者等指名停止要領に基づく指名停止の措置を受 

けた場合は、入札参加資格がないものとみなす。 

 

18 契約の締結時期 

落札者は、落札決定の日から起算して７日以内（土曜日、日曜日及び祝日の日数は参入しない。）に

契約を締結すること。 

 

19 契約書案及び工事請負契約約款の縦覧 

(1) 場 所     物流施設課 

(2) 期 間    令和元年１１月２８日（木）から令和元年１２月１６日（月）まで 

         （土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

(3) 時 間    午前８時１５分から午後５時まで 

 

20 その他 

(1) 現場説明会は実施しない。 

(2) 前金払いは、請負代金額が５００万円以上の場合に限り請求することができる。 

(3) 申請書又は関係書類に虚偽の事項を記載した場合においては、八戸市建設業者等指名停止要領に 

 基づく指名停止を行うことがある。 

(4) 入札参加者は、入札の概要、設計図書等を熟読の上、入札に参加すること。 

(5) 入札参加者は、八戸市条件付き一般競争入札要領、八戸市低入札価格調査制度実施要 

綱、八戸市郵便入札要領(平成３０年４月１日実施)を熟読の上、入札に参加すること。 

 

 

                    問合せ先 

                     八戸市立市民病院物流施設課 施設グループ 

                     電話 ０１７８－７２－５０３７（担当 北沢） 


