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入札公告
ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。
令和３年10月25日
兵庫県病院事業 契約担当者
県立姫路循環器病センター院長 木 下 芳 一
１ 調達内容
(1) 購入物品及び数量
スマートフォン端末等一式
(2) 購入物品の特質等
購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。
(3) 納入期限
令和４年３月31日（木）
(4) 納入場所
県立はりま姫路総合医療センター 姫路市神屋町
(5) 入札方法
上記(1)の物品について入札に付する。
落札決定に当たっては、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るものとする。
）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。
２ 一般競争入札参加資格
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。
）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿
に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時
までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
(2) 上記(1)の名簿に「ＯＡ機器・サプライ」を希望業種として登録されている者であること。
(3) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による
資格制限を受けていない者であること。
(4) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。
）の提出期限日及び当該調
達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。
(5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（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ない者であること。
(6) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。
(7) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ
ること。
(8) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。
３ 入札書の提出場所等
(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
〒670-0981 姫路市西庄甲520
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県立姫路循環器病センター総務部経理課
電話（079）293－3131（代表）
ＦＡＸ（079）295－8199
(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間
令和３年10月25日（月）から同年11月８日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。
）
(3) 入札参加申込書の受付期間
上記(2)に同じ。
(4) 入札・開札の日時及び場所
令和３年12月６日（月）午後２時 県立姫路循環器病センター 新館５階 中会議室
(5) 入札書の提出期限
上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送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若しくは同条
第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、令和３年
12月１日（水）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。
４ その他
(1) 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
(2) 入札保証金
契約希望金額
（入札書記載金額の100分の110）
の100分の５以上の額の入札保証金を令和３年12月3日
（金）
午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契
約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。なお、病院局会計規程（平成14
年病院局管理規程第17号）第78条第１項第３号に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部
を免除する場合がある。
(3) 契約保証金
契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険
会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え
て契約締結日までに提出すること。なお、病院局会計規程第95条第１項第３号に該当する場合においては、
契約保証金の全部または一部を免除する場合がある。
(4) 入札者に求められる義務
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき
ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ
っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を令和３年11月
８日（月）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。
イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ
た場合は、それに応じること。
(5) 入札に関する条件
ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。
イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。
）が所定の日までに納入されているこ
と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（令
和３年12月８日（水）
）から納入期限（令和４年３月31日（木）
）まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入
札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。
キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
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(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ
に違反し無効となった者以外の者
サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。
）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと
等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。
(6) 入札の無効
本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった
者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入
札は、無効とする。
(7) 契約書作成の要否
要作成
(8) 落札者の決定方法
入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程第79条
の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者
とする。
(9) その他
詳細は、入札説明書による。
５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering
(1) Name and title of head of the procuring entity:
Dr.Kinoshita, Director of Hyogo Prefectural Brain and Heart Center at Himeji
(2) Nature and quantity of the product to be purchased:
SmartPhone Set
(3) Delivery period:
March 31, 2022
(4) Delivery place:
Hyogo Prefectural Harima-Himeji General Medical Center
(5) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 November 8, 2021
(6) Deadline for tender:
17:00 December 1, 2021 by mail
14:00 December 6, 2021 by direct delivery
(7) Contact point for the notice:
Accounting Division, Hyogo Prefectural Brain and Heart Center at Himeji,
520 Kou, Saisho Himeji, Hyogo 670-0981
TEL (079)293-3131
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