
 

草加市立病院告示 第４号 

 

一般競争入札（事後審査型）公告 

一般競争入札（事後審査型）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の規定に基づき、次のとおり公告する。 

令和３年(2021 年)９月８日 

 

              草加市立病院 

草加市病院事業管理者 河野 辰幸 

※本工事の積算は、施工パッケージ型積算方法を導入していない 

１ 入札対象工事 

(1) 工 事 名   草加市立病院本館アクティブフィルター更新工事 

(2) 工事場所   草加市草加二丁目２１番１号 草加市立病院 

(3) 工事期間   契約締結日から 

         令和４年(2022 年)３月３１日まで 

(4) 工事概要   設計図書のとおり 

・電気工事   一式 

２ 入札方法    紙入札（電子入札ではない。） 

３ 入札の日時及び場所等 

(1) 入札日時   令和３年(2021 年)９月２４日（金）午前１０時００分 

(2) 入札会場   草加市立病院本館３階講堂 

(3) 入札控室   都合により用意できないので、入札会場内に着席して、入札

開始まで待機すること。 

４ 入札参加に必要な資格（条件）   

この入札に参加を申込みすることができる者は、公告前日において、次に掲げ

る条件を全て満たしている者とする。 

(1) 現在有効な草加市入札参加資格者名簿（建設工事）の電気工事業に登録して

いる者で、草加市内に本店を有する者。 

(2) 平成２３年(2011年)４月１日以降に市発注の電気工事を元請として施工した

実績がある者 

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。 

① 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者 

② 次の各法律の規定による申立てをされている者。 

ただし、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がされており、かつ、公

告日において草加市及び草加市立病院の再審査を受け、競争入札参加資格を

有する者は除く。 

(ｱ) 商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条による整理開始の申立て

又は通告 

(ｲ) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生

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同法による改正前の会社更生法（昭和２７年

法律第１７２号）第３０条の規定による更生手続開始の申立てを含む。） 

(ｳ) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生

手続開始の申立て 

③ 公告日から本契約締結日までの間に草加市及び草加市立病院から指名停

止の措置を受けている者 

５ 入札参加申込み 

(1) 申込み方法   

本入札に参加を希望する者は、次のとおり必要書類を提出し、参加申込み 

を行うこと。 

① 参加申込み（申込書の提出）期限日時 

令和３年(2021 年)９月１７日（金）までとする｡ 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

なお、受付時間は午前９時から午後５時までとする。 

② 参加申込み（申込書の提出）場所 

草加市立病院本館３階 事務部施設管理課（以下「施設管理課」という。） 

③ 申込書の提出方法  持参によること。郵送不可とする。 

(2) 提出書類 

① 一般競争入札参加申込受付票 

② 一般競争入札参加申込書 

③ 施工実績申出書 

上記４(2)の「元請としての契約（請負）実績」を有することを証明する

書面を添付すること。（CORINS 登録や請負契約書の写し、施工証明書等。） 

④ 配置予定技術者名簿 

※特定できないときは複数名の候補者を提出することができる。その場合

は、技術者名簿もそれぞれ提出すること。 

※当該技術者資格の保有を証明する書類（資格者証等）の写しを添付する

こと。 

(3) 提出書類の様式 

提出書類の各様式については、草加市立病院ホームページ（「当院について」

→「入札・契約情報」）から閲覧・入手できる。 

※ ホームページアドレス は、次のとおり。 

  http://www.soka-city-hospital.jp/ 
６ 入札参加辞退  

入札参加申込書を提出後、入札への参加を辞退する場合は、入札執行の前まで

に辞退する旨を書面（入札辞退届出書）により施設管理課へ届け出ること。 

７ 入札保証金   免除 

８ 設計図書等  

設計図書等は、草加市立病院ホームページ（「当院について」→「入札・契約

http://www.soka-city-hospital.jp/


 

 

情報」）から閲覧・入手できる。 

９ 質問書 

(1) 提出期限日時   令和３年(2021 年)９月１７日（金）午後５時 

(2) 提出先  施設管理課とする。 

(3) 回答日時及び方法 

令和３年(2021 年)９月２１日（火）の午後５時以降に、草加市立病院前の

掲示板において回答を記載した書面を掲示する方法による。 

また、草加市立病院ホームページ（「当院について」→「入札・契約情報」）

に掲載する。 

(4) 軽微な質問 

設計図書に関する軽微な照会や質問は、次の担当部署に行うこと。 

【担当部署】 

  草加市立病院本館３階 事務部施設管理課  

  電話 ０４８－９４６－２２００（代表）  内線 ３００８ 

１０ 契約条項 

  契約書及び契約約款等の契約条項は、草加市立病院ホームページ（「当院に   

 ついて」→「入札・契約情報」）から閲覧・入手できる。 

１１ 現場説明会     開催しない。  

１２ 最低制限価格   設定する。 

  最低制限価格を下回る価格にて入札が行われた場合は、当該入札したものを  

 失格とする。 

１３  入札に関する注意事項 

(1) 入札当日の入札参加者が 1 者の場合、入札を中止する。 

(2) 入室者数の制限  入札参加者あたり２名までとする。 

(3) 入札当日の提出・提示書類等 

① 入札参加申込受付票（受付の押印のあるもの。） 

② 入札書（記名・押印したもの。初回入札時は任意の封筒中に折込み封入後、

封緘し提出すること。） 

③ 積算内訳書 （初回入札時のみ提出を要する。） 

設計図書中の「工事費総括表」を参考にして、各項目（直接工事費、共

通仮設費、現場管理費、一般管理費等）について記載・作成し、記名・押

印して提出すること。なお、用紙はＡ４版規格を使用すること。 

④ 委任状 

(ｱ) 代理人（自社の社員等）による入札の場合に必要 

(ｲ) 委任者及び代理人の双方が記名・押印したもの。 

(4) 入札の執行回数は３回を限度とする。なお、入札の途中において休憩等の中

断はしない。 

また、草加市病院事業管理者（以下「事業管理者」という。）が設定した予

定価格との間に著しい乖離がある場合や入札参加者の過半の入札辞退が有っ



 

 

た場合は、入札不調（入札不成立）とし随意契約に移行することがある。 

(5) 最低価格を入札した者が複数（２者以上）いる場合は、入札会場において「く

じ引き」を実施し、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者はくじ引き

参加を辞退することはできない。 

(6) 落札者となった入札参加者の商号又は名称及び入札額を、その場で読み上げ

る。 

(7) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に１００分の１０に相当す

る額を加算した額（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

に係る課税業者であるか否かを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の

１００に相当する金額（いわゆる消費税抜きの本体価格相当額。）を入札書に

記入し、入札すること。 

(8) 提出書類の作成 

① 入札書等の提出書類には､必ず記名・押印が必要であること｡ 

② 様式については、入札説明書中の各様式を参考にして作成すること。 

 なお、用紙はＡ４版規格を使用すること。 

(9) 一度提出した入札書の撤回、訂正等はできない。 

(10) 所定の日時までに入札会場に参集がない場合は、失格として取り扱う。 

(11) 代理人による入札を行う場合は、入札前に委任状を提出し、入札書には委   

  任者及び代理人両名の記名押印をすること。 

１４ 入札の無効 

 次に掲げる入札は、無効とする。 

(1) 入札参加申込み（受付）をしない者による入札 

(2) 入札に参加する資格のない者による入札 

(3) 談合等の不正な行為があった入札 

(4) 所定の入札事項を記載しないもの又は記名押印のないもの及び金額その他の

事項について訂正がされたもの並びに記載事項が不明確な入札書による入札 

(5) 電報や電話等の、所定の書面によらない入札 

(6) 他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者がした入札 

(7) 入札に際して２通以上の入札書を提出した者がした入札 

(8) 入札書の宛先が、本工事の発注者である事業管理者宛てでない入札書による

入札 

※ 本工事の発注者は草加市病院事業管理者（草加市立病院）で

あり、草加市長（草加市）ではないので注意をすること。 
(9) 資格審査の結果、契約締結するに不適当であると事業管理者が認めた入札 

(10) その他事業管理者が定める条件に違反した者による入札 

(11) 落札の決定後、契約の締結までに前記４の「入札参加者に必要な資格」の 

   各条件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 

(12) 駐車場の利用 



 

 

       病院の駐車場は収容台数に限りがあり、入札当日も外来患者等の一般院者に   

     よる混雑が予想されることから、入札参加者は来院の際になるべく公共交通機 

     関を利用することが望ましいこと。 

 なお、やむを得ず駐車場を利用した場合は、駐車料金を免除することもでき   

     るので、病院係員に申し出ること。 

(13) 入札の日程について、諸般の事情により変更がある場合は、別途入札参加 

   申込者に連絡を行う。 

(14) 入札会場内においては、入札関係者等全員は、厳粛かつ公正な入札の執行 

   に協力しなければならず、立会人（入札執行責任者である病院職員）の指示 

   に従うこと。 

１５  入札結果の公表 

(1) 公表する内容 

全ての入札参加者名及び入札金額、予定価格、その他の所定事項を公表する。 

(2) 公表日時 

入札終了後、所定の事務処理が終了した日以降の開院日の午前９時から午後

５時まで。 

(3) 公表場所  施設管理課 

(4) 公表の方法   

上記(1)の内容を記載した「入札記録簿」を閲覧する形式による。 

１６ 契約保証金  有り。 

(1) 契約保証金の金額 

契約金額が５００万円以上の場合、契約金額の１００分の１０以上を要す

る。 

なお、当該金額に１千円未満の端数があるときは、切り上げた金額とする。 

(2) 契約保証金の納入方法 

① 契約保証金の納入は、事業管理者が確実と認める担保の提供（落札者が保

証事業会社との間に事業管理者を被保険者とする契約保証保険契約を締結

した証券（以下「契約保険 証券」という。）の提出）をもって代えること

ができる。 

なお、契約保険証券の提出は、別途に事業管理者が定める日時とする。 

また、提出先は、施設管理課とする。 

② 担保の提供によらず、契約保証金を納入する場合は、事業管理者が別途

に指定する金融機関の口座に振り込みすることにより行うこと。 

１７ 前払金  有り。 

   契約金額の１００分の４０を超えない金額とする。 

１８ 部分払い金（出来高払い）  なし。 

１９ その他の条件  設計図書のとおり。 

２０ 入札に関する問合せ先      

〒 ３４０－８５６０ 



 

 

埼玉県草加市草加二丁目２１番１号 

草加市立病院 事務部施設管理課 

電 話  ０４８－９４６－２２００（代表） 

内線 ３００８ 担当 工藤 


