入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
なお、この公告は、別紙①「平成３０年度看護衣共同購入に係る参加病院一覧」
の各病院の平成３０年度における看護衣の入札について、下記経理責任者が各参加
病院経理責任者の委任を受け代表して公告するものです。
平成３０年

１０月

１日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構
関東信越グループ
総括長

１

田中

克典

競争に付する事項

（１）購入等件名及び数量
別紙②「看護衣調達一覧表」のとおり
（２）契約期間
平成３１年２月１日から平成３２年１月３１日
（３）納入場所
当該看護衣の調達について、独立行政法人国立病院機構関東信越グループの
経理責任者に入札等を委任した各病院（別紙①「平成３０年度看護衣共同購入
に係る参加病院一覧」）の経理責任者が定める場所
（４）入札方法
①

(１)で示した品目毎の単価に予定数量を乗じた金額（総価）を入札金額
とする。

②

入札金額については、納入等に要する一切の費用を織り込むこと。

③

入札書に記載された金額に当該金額の８％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、その端数を切り捨てた金額と
する。）をもって決定価格とするので、入札者は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、納入に要する一切の費用を織り込
んで見積もった単価に予定数量を乗じて得られた金額の１０８分の１００
に相当する金額を入札書に記載し、併せて別紙により単価内訳を記載する
こと。

２

競争に参加する者の必要資格に関する事項

（１）独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（以下「契約細則」という。）
第５条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補
助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特
別の理由がある場合に該当する。
（２）契約細則第６条の規定に該当しない者であること。
（３）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「物品の販売」又は
「物品の製造」うち「衣服・その他繊維製品類」でＡ、Ｂ又はＣの等級に格付
され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
（４）購入される看護衣を、当該入札等を委任した経理責任者が指定する日時、場
所に十分に納品することができることを証明した者であること。ただし、業務
提携等の代理店等による対応でも可とする。
（５）契約細則第４条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者である
こと。
３

契約条項を示す場所
〒１５２－００２１
東京都目黒区東が丘２丁目５番２３号
独立行政法人国立病院機構関東信越グループ
人事担当
電話

４

経理係
０３－５７１２－３１０１

内線７１２

競争執行の場所及び日時

（１）入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒１５２－００２１
東京都目黒区東が丘２丁目５番２３号
独立行政法人国立病院機構関東信越グループ
人事担当
電話

経理係
０３－５７１２－３１０１

内線７１２

（２）入札書の受領期限
平成３０年１１月２０日（火）

１４時００分

（３）開封の日時及び場所
日時

平成３０年１１月２２日（木）

１０時３０分

場所

国立病院機構関東信越グループ

会議室２

５

その他必要な事項

（１）入札及び契約手続に使用する言語及び通貨
（２）契約保証金

日本語及び日本国通貨

免除

（３）入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書、及び２(３)、(４)の
証明となるものを受領期間内までに提出しなければならない。
なお、入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から上記証明
となるものについて説明を求められた場合はそれに応じなければならない。
（４）入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められ
る義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
（５）契約書作成の要否

要

（６）詳細は入札説明書による。

平成３０年度看護衣共同購入に係る参加病院一覧
病院名

【別紙①】
経理責任者

郵便番号

1 独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター

院長 鈴木 祥司

300-8585

茨城県土浦市下高津２－７－１４

所在地

０２９－８２２－５０５０

電話番号

2 独立行政法人国立病院機構 茨城東病院

院長 齋藤 武文

319-1113

茨城県那珂郡東海村照沼８２５

０２９－２８２－１１５１

3 独立行政法人国立病院機構 宇都宮病院

院長 沼尾 利郎

329-1193

栃木県宇都宮市下岡本町２１６０

０２８－６７３－２１１１

4 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

院長 石原 弘

370-0829

群馬県高崎市高松町３６

０２７－３２２－５９０１

5 独立行政法人国立病院機構 沼田病院

院長 前村 道生

378-0051

群馬県沼田市上原町１５５１－４

０２７８－２３－２１８１

6 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター

院長 斎藤 龍生

377-0280

群馬県渋川市白井３８３

０２７９－２３－１０１０

7 独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院

院長 小村 伸朗

359-1151

埼玉県所沢市若狭２－１６７１

０４－２９４８－１１１１

8 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院

院長 原 彰男

351-0102

埼玉県和光市諏訪２－１

０４８－４６２－１１０１

9 独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院

院長 正田 良介

349-0196

埼玉県蓮田市黒浜４１４７

０４８－７６８－１１６１

10 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター

院長 杉浦 信之

260-8606

千葉県千葉市中央区椿森４－１－２

０４３－２５１－５３１１

11 独立行政法人国立病院機構 千葉東病院

院長 新井 公人

260-8712

千葉県千葉市中央区仁戸名町６７３

０４３－２６１－５１７１

12 独立行政法人国立病院機構 下総精神医療センター

院長 女屋 光基

266-0007

千葉県千葉市緑区辺田町５７８

０４３－２９１－１２２１

13 独立行政法人国立病院機構 下志津病院

院長 石毛 尚起

284-0003

千葉県四街道市鹿渡９３４－５

０４３－４２２－２５１１

14 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター

院長 大島 久二

152-8902

東京都目黒区東が丘２－５－１

０３－３４１１－０１１１

15 独立行政法人国立病院機構 災害医療センター

院長 宗田 大

190-0014

東京都立川市緑町３２５６

０４２－５２６－５５１１

16 独立行政法人国立病院機構 東京病院

院長 當間 重人

204-8585

東京都清瀬市竹丘３－１－１

０４２－４９１－２１１１

17 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター

院長 平原 史樹

245-8575

神奈川県横浜市戸塚区原宿３－６０－２

０４５－８５１－２６２１

18 独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター

院長 樋口 進

239-0841

神奈川県横須賀市野比５－３－１

０４６－８４８－１５５０

19 独立行政法人国立病院機構 箱根病院

院長 小森 哲夫

250-0032

神奈川県小田原市風祭４１２

０４６５－２２－３１９６

20 独立行政法人国立病院機構 相模原病院

院長 金田 悟郎

252-0392

神奈川県相模原市南区桜台１８－１

０４２－７４２－８３１１

21 独立行政法人国立病院機構 神奈川病院

院長 橋

壽律

257-8585

神奈川県秦野市落合６６６－１

０４６３－８１－１７７１

22 独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院

院長 内山 政二

950-2085

新潟県新潟市西区真砂1-14-1

０２５－２６５－３１７１

23 独立行政法人国立病院機構 新潟病院

院長 中島 孝

945-8585

新潟県柏崎市赤坂町３－５２

０２５７－２２－２１２６

24 独立行政法人国立病院機構 さいがた医療センター

院長 下村 登規夫

949-3193

新潟県上越市大潟区犀潟４６８－１

０２５５－３４－３１３１

25 独立行政法人国立病院機構 甲府病院

院長 萩野 哲男

400-8533

山梨県甲府市天神町１１－３５

０５５－２５３－６１３１

26 独立行政法人国立病院機構 東長野病院

院長 土屋 拓司

381-8567

長野県長野市上野２－４７７

０２６－２９６－１１１１

27 独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター

院長 北野 喜良

399-8701

長野県松本市村井町南２－２０－３０

０２６３－５８－４５６７

【別紙②】
看護衣調達一覧表
区分
Ⅰ

Ⅱ

調達品目

予定数量

看護衣（女） ワンピース

半袖

444

看護衣（女） ワンピース

七分袖

146

看護衣（女） 上衣

半袖

看護衣（女） 上衣

七分袖

看護衣（女） パンツ
Ⅲ

438
7,859

看護衣（男） 上衣

半袖

看護衣（男） 上衣

八分袖

看護衣（男） パンツ

7,312

1,339
135
1,411

調達品目には国立病院機構ロゴマークのワッペンを付け
ること。（看護衣（女・男）パンツを除く。）

