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第１ 入札実施要項書の位置づけ 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部大阪府済生会（以下「本会」という。）の大阪府済生会富

田林病院建設工事監理業務委託（以下「本業務委託」という。）に係る入札公告に基づ

く一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札実施要項書（以

下「本要項」という。）によるものとする。 

第２ 本業務委託の概要 

１ 本業務委託の概要 

（１）発 注 者  社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部大阪府済生会支部長 岡上 武 

（２）委託名称  大阪府済生会富田林病院建設工事監理業務委託 

（３）場 所  大阪府富田林市向陽台１－３－３６ ほか 

（４）概 要  大阪府済生会富田林病院の建設工事において工事監理を行う 

（５）履行期間  契約締結の日から平成３３年１０月３１日まで 

２ 業務内容 

（１）工事監理業務 

ア 設計意図伝達業務 

イ 建設工事監理業務 

    ※業務の仕様については、別添の「特記仕様書」及び「建築工事監理業務委託共

通仕様書（国土交通省官庁営繕技術基準）」による。また、「工事監理ガイドラ

イン（平成２１年９月１日 国土交通省住宅局建築指導課）」に則した工事監理

業務を実施すること。 

３ 対象工事の概要 

本業務委託の対象事業（工事）の名称及び工期等は、次のとおりとする。 

・事業（工事）名：大阪府済生会富田林病院建設事業（工事） 

・工期等（予定） 

Ⅰ期工事（病院本館） 平成３１年１月初旬～平成３２年７月下旬 １９か月 

移転準備期間 平成３２年８月初旬～平成３２年９月下旬 ２か月 

Ⅱ期工事 

既存病院解体・外構工事 

・健診センター棟改修 

平成３２年１０月初旬～平成３３年１０月下旬 １３か月 

供用開始日 

（グランドオープン） 
平成３３年１１月初旬（予定）  
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４ 予定価格 

事後公表 

５ 最低制限価格 

設定しない 

第３ 業務委託者の募集等に関する事項 

１ 業務委託者の募集及び選定の方法 

本業務委託は一般競争入札によって委託者を決定する。 

第４ 入札参加に関する条件等 

１ 入札参加者について 

（１）本業務委託への入札を希望する者（以下「入札参加者」という。）は、第４．３の

参加資格を持つ単体企業とする。 

２ 入札参加者の参加資格要件 

入札参加者は、次に掲げる参加資格要件を満たさなければならない。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当してい

ないこと。 

（２）参加表明書の受付日から契約締結までの期間に、大阪府及び富田林市から指名停止

の措置を受けていないこと。 

（３）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をなし、

または申立てがなされている者でないこと（更生計画認可の決定がなされた場合を

除く）。 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生開始手続き開始の申立てを

なし、または申立てがなされている者でないこと（再生計画認可の決定がなされた

場合を除く）。 

（５）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産開始手続き開始の申立てをなし、

または申立てがなされている者でないこと。 

（６）清算中の株式会社である施工者について、会社法に基づく特別清算開始命令がなさ

れた者でないこと。 

（７）参加表明書の受付日から契約締結までの期間に、手形交換所による取引停止処分を

確定された者でないこと。 
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（８）参加表明書の受付日から契約締結までの期間に、私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）に違反し、公正取引委員会から排除措

置等の命令が確定した者でないこと。 

（９）暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定す

る暴力団員及び暴力団または暴力団員と社会的に非難される関係にある者（従業員

を含む）でないこと。 

（１０）工事監理業務の委託者選定及び建設事業の施工者選定に係る組織と資本面又は人

事面において関係がない者であること。なお、本書において、「資本面において

関係がある者」とは、総株主の議決権の１００分の５０を超える議決権を有し、

またその出資の総額の１００分の５０を超える出資を行っている者をいい、「人

事面において関係のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねて

いる者をいう。 

（１１）大阪府済生会富田林病院建設事業に係るコンストラクションマネジメント業務に

関与している株式会社プラスＰＭ（その協力企業を含む）、若しくは、この企業

と資本面又は人事面において関係がない者であること。 

（１２）大阪府済生会富田林病院建設事業に係る施工者でないこと。 

３ 入札参加者の業務遂行能力に関する参加資格要件 

入札参加者は、次に掲げる参加資格要件を満たさなければならない。なお、本項におけ

る専任とは、法令に特段の定めがあるものを除き、専ら本業務委託の期間中、継続して

本業務委託に関する業務に従事するものとし、止むを得ない事由の他は他の者と交代し

ないことをいう。 

ア 大阪府又は富田林市の「平成２９・３０年度測量・建設コンサルタント等業務競

争入札参加資格」を有し、府または市の入札参加資格者名簿に登録されているこ

と。 

イ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務

所登録を行っていること。 

ウ 直接的かつ恒常的な雇用関係にある一級建築士が１００名以上在籍すること。 

エ 平成２０年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に、２５０床以上の病院

の新築、増築、改築に係る工事の実施設計及び工事監理を完了した実績があるこ

と。ただし、増築は増築部分が２５０床以上の病棟を含むものとする。 

オ 平成２０年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に、延べ面積２０，００

０㎡（１棟）以上の免震構造を有する建築物の新築、増築、改築に係る工事の実

施設計及び工事監理を完了した実績があること。ただし、増築は増築部分の面積

が２０，０００㎡（１棟）以上のものとする。 

カ 工事監理業務の管理技術者（以下「管理技術者」という。）として、一級建築士

の資格を有する者を配置すること。なお、配置する管理技術者は、エ及びオの監



 

6 
 

理業務の実績を有し、直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、参加表明書提

出日において雇用期間が３ヶ月以上経過している者に限る。キ 大阪府済生会富

田林病院建設事業に係る実施設計業務を行った入札参加者については、設計業務

における管理技術者とは別の者を管理技術者とすること。 

４ 単体企業の資格喪失 

（１）参加資格確認基準日は、参加表明書受付日とする。 

（２）参加資格確認基準日の翌日から入札日までの間、単体企業が参加資格を欠くに至っ

た場合、当該単体企業は入札に参加できない。 

（３）落札者の決定から契約締結までの期間、落札者である単体企業が参加資格を欠くに

至った場合、発注者は単体企業と契約を締結しない。この場合、本会は落札者に対

して一切の費用負担を負わない。 

 

第５ 入札等について 

１ 入札方法 

 一般競争入札（入札参加資格事前審査方式） 

２ 入札のスケジュール 

入札のスケジュールは次のとおりとする。 

平成３０年 11月５日（月） 公告、入札実施要項書等及び設計図書等配布、

質疑受付開始 

平成３０年１１月９日（金） 質疑締切 

平成３０年１１月１４日（水） 質疑回答 

平成３０年１１月１６日（金） 入札参加表明書等の提出期限 

平成３０年１１月２０日（火） 参加資格確認結果通知、 

平成３０年１１月２７日（火） 開札、落札者の決定（予定） 

平成３０年１２月中旬 契約締結（予定） 

３ 入札実施要項書等のお問い合わせ先 

大阪府済生会富田林病院事務局新病院建設準備課(以下「事務局」という) 

住所       〒５８４－００８２ 大阪府富田林向陽台１－３－３６ 

電話番号     ０７２１－２９－４４７３ 

ＦＡＸ      ０７２１－２９－４４７４ 

担当         岩瀬・舟橋 

メールアドレス  soumukanri@tonbyo.org 
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４ 入札実施要項書等の配布方法 

（１）配布日時：平成３０年１１月５日（月）～平成３０年１１月９日（金） 

        （午前１０時から午後３時まで） 

        ※来院時間事前調整のこと。 

（２）配布場所：「第５、３入札実施要項等のお問い合わせ先」 

（３）配布書類：配布書類については以下とする。 

 

書類名 

入札実施要項書 １式 

様式集 １式 

建築工事監理業務委託共通仕様書 １式 

工事監理業務区分表 １式 

建設工事監理業務委託特記仕様書 １式 

    ※上記については、大阪府済生会富田林病院（以下「本院」という。）のホ

ームページよりダウンロードすること。 

書類名 

実施設計図書 １式 

契約書（案） １式 

地盤調査報告書 １式 

敷地測量図 １式 

地歴調査報告書 １式 

土壌汚染調査報告書 １式 

アスベスト調査報告書 １式 

 

５ 入札実施要項書等に関する質問の受付及び回答の公表 

（１）受付期間：平成３０年１１月５日（月）～平成３０年１１月９日（金） 

（２）提出方法：「入札実施要項書等に関する質問提出書（様式３－１,２）」に必要事項

及び質問内容を記入の上、電子メ－ルの添付ファイルとして「第５，３

入札実施要項書等の問い合わせ先」に送信すること。ファイル形式は、

MicrosoftExcel２０１０で対応可能なものとすること。 

(３) 回答日 ：平成３０年１１月１４日(水) 

（４）回答方法：質問及びそれに対する回答は、本院ホームページにて公表する。 

（５）留意事項 

ア 質問を行った企業名は、公表しない。 

イ 意見の表明と解されるものについては、回答しない。 
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６ 参加表明書及び参加資格確認申請書の提出方法 

（１）受付期間：平成３０年１１月５日（月）～平成３０年１１月１６日（金） 

（土・日・祝日を除く午前１０時から午後３時まで） 

※来院時間事前調整のこと。 

（２）提出場所：大阪府富田林病院建設事業様式集に示した参加表明書（様式１）及び参

加資格確認申請書（様式２－１～２－３）に必要事項を記入の上「第５、３

入札実施要項書等の問い合わせ先」まで持参すること。  

７ 資格審査及び結果の通知 

本会は、入札参加者から提出される参加資格確認申請書等の資格確認資料を基に、入札参

加者が参加資格を満たしているか否かを審査する。 

（１）結果の通知 

資格審査の結果に基づき、「参加資格確認通知書」を送付する。参加資格がないとされ

た者に対しては、その理由を明記し通知する。 

（２）通知日程  

資格審査の結果は、入札参加者に対して、平成３０年１１月２０日（火）までに書面に

より通知する。 

８ 参加資格なしとされた場合の説明受付 

資格審査の結果、参加資格がないとされた者は、その理由について、書面により次のとおり説

明を求めることができる。 

（１）受付期間：平成３０年１１月２０日（火）～平成３０年１１月２２日（木） 

（午前１０時から午後３時まで） 

※来院時間事前調整のこと。 

（２）提出場所：説明要求の書面（様式自由）を「第５，３入札実施要項書等の問い合わ

せ先」まで持参すること。 

（３）回  答：上記に対する回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から７日

以内に、書面にて本会から説明を求めた者に通知する。 

９ 入札及び開札執行の日時及び場所等  
（１）日  時：平成３０年１１月２７日（火） 午後１時３０分 

        入札終了後、直ちに開札します。 

（２）場  所：本院「血液浄化センター棟」 ２階 第一会議室 

（３）提出書類：「入札実施要項等に関する誓約書（様式４）」「入札書（様式５）」及

び「内訳明細書（様式自由）」を提出する。 

（４）注意事項 
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ア 入札書は、「大阪府済生会富田林病院建設工事監理業務委託入札書」と朱書きし

た封筒に入れ、厳封の上、入札箱に投入すること。 

イ 入札書に記載する入札額は、課税業者であるないにかかわらず、消費税及び地方

消費税の額（以下「消費税等」という。）を含まない金額を記載すること。 

ウ 内訳明細書については、「入札書（様式５）」の金額と整合が取れているものと

する。項目、数量及び単価を明記し、出精値引きは行わないこと。 

エ 第１回目の入札に際し、第１回目の入札書に記載される入札金額に対応した内訳

明細書の提出を求める。第２回目の入札金額に対応したものは、後日に提出を求

める。 

（５） その他 

  ア 入札及び開札には、本会理事及び富田林市の職員が立ち会う。 

１０ 入札手続きにおける留意事項 

（１）応募に当たっては、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第

５４号）」に違反する行為を行ってはならない。なお、後日、不正な行為が判明した

場合には、契約の解除等の措置をとる。 

（２）参加資格確認を受けた入札参加者が本事業への参加を辞退する場合は、辞退届（様式６）

を提出先宛てに送付するものとする。 

（３）本一般競争入札に参加する者及び関係者が、公平な競争を妨げる行為をした場合は参加

資格を喪失する。 

（４）入札書無効に関する事項 

参加資格確認基準日から落札者の決定日までの期間に、次のいずれかに該当する場

合は入札書を無効とする。ただし、本会が承認した場合はこの限りではない。 

ア 参加資格確認基準日以降入札書提出日までに代表企業または、構成員が不渡手形又は

不渡小切手を出したとき。 

イ 入札書記載金額の不明確なもの。 

ウ 入札書記載金額を訂正したもの。 

（５）入札保証金等 

入札保証金の納付は免除する。 

第６ 落札者の決定に関する事項 

１ 落札方式 

価格競争方式（低入札価格調査基準価格を設定する。） 

２ その他 

（１）入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及びこの要項に定める入札に関  
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する条件に違反した入札は、無効とする。 

（２）予定価格の範囲内で最低の価格で入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とし        

ます。ただし、最低の価格が予定価格の制限の範囲内に達しない場合は２回目の入

札を行う。また落札者となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、く

じを実施し落札者を決定する。 

（３）①入札した価格（低入札価格調査基準価格以下）によっては調査を行い、契約の内

容に適合した履行がなされないおそれがあって著しく不適当であると認められると

き、②契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すおそれがあるときは、予定価

格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最も低入札価格を提出した

者を落札者とすることがある。 

（４）本会は、落札者を決定した場合、その結果を本院ホームページ等により公表する。 

３ 落札者を選定しない場合の措置 

工事監理者の募集及び落札者の選定において、最終的に、入札参加者が無い、あるいは、

いずれの入札参加者も事業目的の達成が見込めない等の理由により、本事業を実施する

ことが適当でないと判断された場合には、落札者を選定せず、この旨を速やかに公表す

る。 

第７ 契約に関する事項について 

１ 契約手続きに関する事項 

（１） 契約の締結 

本会は、落札者と契約に関する協議を行い契約を締結する。特に、入札価格の内訳（請

負代金内訳書）について協議を行う。 

契約については、本会理事会の承認を持って契約行為を実行するものとする。 

２ 業務受託者の権利義務に関する制限 

（１）業務受託者の契約上の地位 

①発注者の承諾がある場合を除き、業務受託者は契約上の地位及び権利義務を譲

渡・担保提供その他処分してはならない。 

②本業務の全部または一部を再委託することは認めない。 

 

３ 支払い方法 

業務委託料は、工事監理業務実施期間中の複数回にわたって支払う。以下の支払い条件を基

本とするが、詳細な時期及び回数については、契約時の協議とする。 

(１) 支払条件（消費税８％を含む） 
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病院工事２５％完了時に業務委託料の１５％ 

病院工事５０％完了時に業務委託料の１５％ 

病院工事７５％完了時に業務委託料の１５％ 

病院竣工時に業務委託料の１５％ 

病院外構完了時に業務委託料の４０％ 

※ただし、富田林市補助金に連動する。 

第８ 業務実施に関する事項 

１ 業務実施期間中の業務受託者と本会との関わり 

（１）本業務委託は、業務受託者の責任において実施される。 

（２）契約の解釈について疑義が生じた場合には、本会と業務受託者は誠意を持って協議

する。 

２ 契約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項 

契約の解釈について疑義が生じた場合、本会と業務受託者は誠意をもって協議するもの

とし、協議が整わない場合は、契約書に規定する具体的措置に従う。 

また、契約に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

３ 業務の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

業務の継続が困難となった場合には、その発生事由ごとに次の措置をとることとする。 

（１）業務受託者の責めに帰すべき事由により事業の継続に懸念が生じた場合や、継続が

困難となった場合本会は、契約の定めに従い、業務受託者に対する注意・改善勧告

または契約を解除することができるものとする。 

（２）本会の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合 

業務受託者は、契約の定めに従い、契約を解除することができるものとする。 

（３）その他の事由により業務の継続が困難となった場合 

不可抗力（天災地変、風水火災、戦争、内乱等）、その他本会又は業務受託者の責

めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、本会及び業務

受託者双方は、業務継続の可否について協議し、一定の期間内に協議が整わない時

は、本会又は業務受託者は契約を解除することができる。 

第９ その他に関する事項  

１ 参加資格の喪失 

落札者の決定から契約の締結までに、単独企業が、入札実施要項書において提示された

参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、本会は、契約を締結しないことができる。 
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２ 事業協議会の設置 

本院は、本事業の実施に関して協議を行うことを目的として、本院、業務受託者、施工

者、その他本事業に関係するＣＭ会社を含めた事業協議会を設置することを予定してい

る。 

３ 情報公開及び情報提供 

情報提供は、適宜、本院ホームページ等において行う。 

４ 年号表記について 

今後、元号の変更が予定されているが、本要項作成時点では新元号が決まっていないた

め、表記の連続性及びわかりやすさの観点から、和暦で表記する箇所については平成の

表記としている。なお、西暦との対応関係は以下のとおりとする。 

   平成３１年（２０１９年）、平成３２年（２０２０年）、平成３３年（２０２１年） 
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