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入 札 公 告 

 

宝塚市立病院ユニフォーム賃貸借について、次のとおり制限付一般競争入札を行うので、

宝塚市病院事業会計規程(平成17年3月30日病院事業管理規定第13号)第86条の規定によりそ

の例によることとされる宝塚市契約規則（平成22年規則第9号）第4条の規定に基づき公告す

る。 

 

令和２年(2020年) １１月 １６日 

宝塚市病院事業管理者 明石 章則 

 

１ 入札に付する事項 

（１） 業務名  宝塚市立病院ユニフォーム賃貸借（単価契約） 案件番号 賃－３２ 

（２） 業務期間 令和３年(2021年)４月１日から令和７年(2025年)３月３１日  

（３） 履行場所 宝塚市小浜４丁目５番１号 宝塚市立病院 

（４） 業務内容  

ア 対象職員のユニフォームの貸与・ＩＣチップによる単品管理    

イ 院内への集配 

ウ 使用済みユニフォームの洗濯および補修・仕立て 

エ 感染症による汚染ユニフォームの消毒  

（５） 仕様書  添付のとおり 

 

２ 入札参加資格 

（１）宝塚市入札参加資格者名簿に登載されていること。  

（２）宝塚市指名停止基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。  

（３）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当していないこと。  

（４） 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年条例第６号。以下「暴力団排除条例」

という。）第２条第３号に該当しないこと。  

（５） 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がなされている

者（ただし、開始決定後、国の認定を受けた者は除く。）及び民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（ただし、開始決定後、

国の認定を受けた者は除く。）でないこと。 

（６）一般財団法人医療関連サービス振興会の「寝具類洗濯業務」に係る医療関連サービスマー

ク認定業者であること。 

（７）法人税、消費税又は地方消費税を滞納していないこと。 
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３ 参加申込方法 

受付期間内に、申込みに必要な書類を受付場所に直接持参してください。 

（１）申込受付期間 

令和２年(2020年)１１月１６日（月）～令和２年(2020年)１１月２７日（金） 

土曜日、日曜日、祝日を除く、午前 9時 00分～午後 5時 00分まで  

（２）申込受付場所 

宝塚市小浜 4丁目 5番１号  宝塚市立病院 経営統括部管理担当（１階） 

（３）申込みに必要な書類 

各様式は宝塚市立病院ホームページからダウンロードして使用してください。 

（ホームページアドレス：http:// takarazukacity-hp.com） 

ア 入札参加資格確認申請書、誓約書 

イ  医療関連サービス認定証の写し 

（４） 入札参加資格の審査の結果通知 

入札参加資格の審査の結果、入札参加資格があると認められた者に対して、 

令和２年(2020年)１２月２日（水） 午後５時までに電子メールにより通知する。 

また、審査の結果、入札参加資格がないと認められた者には、理由を記載し通知書を送

信する。 

 

４ 質問及び回答 

 入札に関する質問は、令和２年(2020 年)１１月２０日（金）午後１時までに会社名、質疑内容

等を記載した文書（様式指定なし）を提出してください。  

（１）提出方法  「宝塚市立病院管理担当」まで電子メールを送信。  

提 出 先   m-takarazuka0200@city.takarazuka.lg.jp 

（２）回答方法 

令和２年(2020 年)１１月２５日（水）に質問書提出者及び入札参加資格確認申請書の提出

者全員に電子メールにて回答予定。 

 

５ 入札及び開札  

（１）入札方法 

入札書を封筒に入れ、指定された入札書の到達期限までに送付先に到達するように、郵送に

より提出してください。 

 

mailto:m-takarazuka0200@city.takarazuka.lg.jp
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ア 開札日 

令和２年１２月１１日（金）午後１時３０分 

イ 入札書の到達期限 

令和２年１２月１０日（木）午後５時まで 

ウ 送付先 

〒665-0827 

宝塚市小浜 4丁目 5番１号  宝塚市立病院 経営統括部管理担当（１階物品供給センター） 

エ 入札書郵送用封筒 

定形封筒(長形３号)又は定形外封筒(角形２号) 

※封筒表側に、「入札書在中」「案件名 宝塚市立病院ユニフォーム賃貸借（案件番号 賃－

３２）」「入札者の名称」及び「到達期限 令和 2年 12月 10日」を朱書きしてください。 

オ 郵送方法 

郵送方法は、入札書を配達日指定郵便又は配達時間帯指定郵便により、「一般書留郵便」

又は「簡易書留郵便」のいずれかの方法で、到達期限までに送付先に到達するように郵送

してください。「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。 

送付先への持参は受理できませんので、ご注意ください。 

カ 郵便入札に係る費用については、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とします。 

（２）入札書の書き方 

ア 応募参加者は、入札書に入札金額を記入し、記名押印の上、封筒に入れて提出してくださ

い。また、入札金額内訳書および内容書を必ず同封してください。 

イ 入札書および入札金額内訳書の日付は、公告等に記載された「開札日」を記入してくださ

い。（郵便局への差出日や到達期限日ではありません。） 

ウ 入札金額以外に、くじ番号、住所（法人にあっては所在地）、入札者の名称（法人にあっ

ては商号、代表者名または受任者名）を記入し、入札参加者の使用印（社印、代表者印など、

入札参加資格申請時に届け出ている印）を押印してください。 

エ 提出された入札書の訂正は、認められません。新たな用紙をお使いください。 

オ 入札金額内訳書に記載する月額単価は内容書の月額単価と一致させて下さい。また、想定

組数が複数の組合せにまたがっている箇所については、組合せのうち最も高価な組合せの月

額単価を用いて下さい。 

カ 内容書には想定組数が０の組合せがありますが、必ず全ての組合せに月額単価を記載して

下さい。 
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（３）入札書の無効  

次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

  ア 入札参加資格がない者が行った入札 

イ 指定の日時までに提出しなかったもの  

ウ 入札参加者の記名押印がないもの 

エ 当院が交付した、入札書を用いないで提案したもの 

オ 入札金額又は応募参加者の氏名その他主要部分が識別し難いもの  

カ 入札金額の訂正、削除、挿入等によるもの  

キ その他入札に関する条件に違反したもの 

（４）落札者の決定  

ア 落札者の決定は、入札金額について、予定価格を下回り最も低い金額をもって入札した

者を事業者として選定します。 

イ 開札には、当該入札に関係のない職員を立ち会わせます。 

ウ 落札となるべき価格の入札をした者が２者以上あるときは、別紙「くじの方法」に

定めるところにより、落札者を決定します。この場合において、落札となるべき価

格の入札をした者は、くじを辞退することはできません。 

 エ 開札結果は、開札終了後ＦＡＸで入札参加者に通知します。また、病院のホームページ

にて落札結果を後日公表します。 

なお、ＦＡＸは入札参加申込書に記載されている番号にのみ送信します。 

オ 落札者は、担当者からの連絡をお待ちください。 

カ 落札者は、その権利を他者に譲渡することはできません。 

（５）入札の中止  

不正な価格提案が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由が

あるときは、入札を中止、又は入札期日を延期することがあります。  

 

６  契約書の締結 

 事業者に決定した者と、事業開始までに契約締結を行います。 

 

７  その他 

（１） 提出された書類は、返却しません。 

（２） 提出書類及び審査結果は、宝塚市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、開示の

対象となります。 
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８ 問い合わせ先 

宝塚市立病院 経営統括部管理担当  今井・大黒 

〒665-0827 兵庫県宝塚市小浜４丁目５番１号 

電話：0797-87-1473  FAX：0797-87-6921 

メールアドレス：m-takarazuka0200@city.takarazuka.lg.jp 

mailto:m-takarazuka0200@city.takarazuka.lg.jp
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（別紙）入札書と封筒の書き方   ※不備があると無効になる場合があるのでご注意ください。  
①入札書 ※必ずボールペンで記入    
②封筒（表側） 

 

665-0827 

宝塚市小浜 4丁目 5番 1号 

 

宝塚市立病院 経営統括部管理担当  宛 

                入札書在中 

案件名：●●● 

●●●（株） 

到達期限：●●年●月●日 

案件番号・案件名は、公告

等に記載のとおりに記入 

日付は「開札日」を記入 

金額の前の枠に「￥」を入れ、消

費税抜きの金額を記入 

※金額の訂正はできません 

くじ番号は、「０００」～「９９９」

までの任意の３桁の番号を記入 

※正しく記載されていない場合は 

「０００」とします 

所在地・商号又は名称・代表者名

又は受任者名を記入し、使用印

（入札参加資格申請時に届け出

ている印鑑）を押印 

送付用封筒の表側には、送付先の

ほか、入札書在中の旨・案件名・

入札者の名称・到達期限を朱書き 
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（別紙）くじの方法 
開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が２者以上あるときは、「くじ」により落札者を

決定します。手順は以下のとおりとします。 

１ 入札書の「くじ入力番号」欄に任意の値を記入  
   入札参加者は、くじを行う場合に備えて、入札書の「くじ入力番号」欄にあらかじめ任意の３

桁の値（０００～９９９）を記入してください。 

   なお、正しく記入がなされていない場合は、「０００」の数値が記載されたものとみなします。 

２ くじの手順  
(1) 落札となるべき価格の入札をした者について、業者登録の際に各業者に割り当てている業者番

号（※１）の小さい順（※２）に「０，１，２，…」と番号を割り当てます。 

    ※１ 「60…」から始まる 10桁の番号。 

    ※２ 登録の種別が工事、コンサル、物品等と 3 種類あり、かつ同一業者が複数の種別に登

録している場合があるので、くじの際は、「開札日現在登録している種別の業者番号のう

ち、小さい方の業者番号」を採用します。 

       （例）工事で現在登録している業者番号…「6010000001」 

          物品等で現在登録している業者番号…「6030000001」 

            ⇒くじの際は「6010000001」を採用します。 

         過去に登録があっても、現在登録していない種別での業者番号は採用しません。 

(2) 落札となるべき価格の入札の入札書に記載されたくじの数値を合算し、その合計額を入札書の

数で除算し、余りを算出する。 

(3) 上記(2)の計算結果による余りと一致した上記(1)の番号の入札参加者を落札者とする。 

 

（例）入札参加者中、３者が落札となるべき価格の入札をした場合 

(1) 業者番号の小さい順に番号を付与する。 

      ⇒ Ａ社（業者番号 6010000001）…番号０ 

        Ｂ社（業者番号 6010000002）…番号１ 

        Ｃ社（業者番号 6010000003）…番号２ 

 (2) くじの数値を合算し、入札書の数で除算し、余りを算出する。 

      ⇒ Ａ社（業者番号 6010000001）…（くじ番号１５３） 

        Ｂ社（業者番号 6010000002）…（くじ番号０４１） 

        Ｃ社（業者番号 6010000003）…（くじ番号８４５） 

        合計を計算  １５３＋０４１＋８４５＝１，０３９ 

        余りを算出  １，０３９÷３＝３４６…余り１ 

 (3) (2)の計算結果による余りと一致した(1)の番号の入札参加者を落札者とする。 

     余り 


