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地方独立行政法人神戸市民病院機構公告第 12号 

 一般競争入札により経済上の連携に関する日本国と欧州連合の間の協定の対象となる特定調達

契約を締結するので，地方独立行政法人神戸市民病院機構契約規程第 32条の５第１項において読

み替える規程第５条及び規程第 32条の５第２項により，次のとおり公告します。 

  令和３年 10月 13日 

地方独立行政法人神戸市民病院機構理事長 橋 本 信 夫 

 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 物品の名称及び数量 

ハイブリッド手術室血管撮影装置 １式 

(2) 納入場所 

神戸市立医療センター中央市民病院手術室・ＯＲ-１室 

(3) 納入期限 

令和４年３月 31日まで 

(4) 物品の特質等 

   入札説明書によります。 

２ 入札方式 

   紙による入札とします。 

３ 入札に参加する者に必要な資格 

(2)及び(3)に掲げる入札参加資格は，審査の申請の受付期間の最終日までに満たすことが必要

であり，(2)に掲げる入札参加資格は，申請の受付期間の最終日から引き続き開札の日まで継続

して満たしていることが必要です。 

(1) 令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格または令和２年度及び令和３年

度神戸市民病院機構物品等競争入札参加資格もしくは令和３年度神戸市民病院機構物品等

競争入札参加資格を有すること。 

(2) 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日までの

間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月 15日市長決定）に基づく指名停止を受けて

いないこと。 

(3) 経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定に基づく更生手続

開始の決定がされている者，民事再生法（平成 11年法律第 225号）の規定に基づく再生計

画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。 

(4) 高度管理医療機器等販売業の許可を受けていること。 

４ 特定調達に関する事務を担当する部署および契約条項を示す場所 

 地方独立行政法人神戸市民病院機構法人本部経営企画室企画財務課 

 神戸市中央区港島南町２丁目２番地 神戸市立医療センター中央市民病院南館３階 

５ 入札に参加する者に必要な資格の審査 

  この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び審査の通知の方法等については，入
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札説明書によります。  

６ 入札説明書の交付期間及び交付方法 

(1) 交付期間  

   公告の日から令和３年 10月 27日（水）午後５時まで 

(2) 交付方法 

地方独立行政法人神戸市民病院機構ホームページ（http://www.kcho.jp/）「お知らせ＞入 

札情報」に掲載します。そちらからダウンロードしてください。 

７ 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所 

(1) 提出期間 

   公告の日の翌日から令和３年 10月 28日（木）まで（土・日・祝祭日を除く。） 

   午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 提出場所  

地方独立行政法人神戸市民病院機構法人本部経営企画室（電話番号  078‐940‐0158） 

神戸市中央区港島南町２丁目２番地（郵便番号 650‐0047） 

８ 入札書の提出期間及び提出方法等 

(1) 提出期限 

令和３年 11月 26日（金）午前 10時 00分（書留郵便による入札については，令和３年 11

月 25日（木）午後５時までに，(2)に掲げる提出場所に必着のこと。） 

(2) 提出場所 

地方独立行政法人神戸市民病院機構法人本部経営企画室（電話番号  078-940-0158） 

神戸市中央区港島南町２丁目２番地（郵便番号 650-0047） 

(3) 提出方法 

持参し，又は郵送すること。 

９ 開札の日時等 

 (1)開札日時 

令和３年 11月 26日（金） 午前 10時 00分から 

 (2)再入札 

再入札は１回のみ行います。 

 (3)開札結果の閲覧場所 

地方独立行政法人神戸市民病院機構法人本部経営企画室（電話番号  078-940-0158） 

神戸市中央区港島南町２丁目２番地（郵便番号 650-0047） 

10 入札保証金 

規程第８条第２号の規定により免除します。 

11 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。 

 (1) 入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。 

 (2) 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。 

 (3) 入札書に記名及び押印がないとき。 
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 (4) 一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。 

 (5) 代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。 

 (6) 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。 

 (7) 入札者の資格のない者が入札したとき。 

 (8) 本機構から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。 

 (9) 鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。 

 (10)入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。 

 (11)この入札に参加する複数の者の関係が，以下のアからウまでのいずれかに該当する場合には，

該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体の代表者以外の構成員である場合の入札

を除く。）は全て無効にします。ただし，該当する者の一者を除く全てが入札を辞退した場

合には，残る一者の入札は無効とはなりません。 

  ア 資本関係 

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，子会社（会社法第２条第３号及び会社法

施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更生法第

２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号

に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 

① 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。以

下同じ。）と子会社の関係にある場合 

② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ 人的関係 

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，①については，会社の一方が更生会社又

は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 

① 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が他方の会社

の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

② 一方の会社の代表権を有する者が，他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生

法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

① その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

② 中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 181号）第３条に規定する中小企業等協同組

合（以下「協同組合」という。）とその組合員の関係にある場合。 

 (12)前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。 

12 落札者の決定の方法 

  (1) 落札者の決定は，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，規程第 10条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札

した者を落札者とします。 

  (2) 入札書には、消費税課税事業者、免税事業者に関係なく、契約希望金額から消費税額を除い

た金額を記載すること。 

  (3) 契約金額は入札書記載金額に消費税額の金額を加算したものとし、１円未満の端数金額は切
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り捨てる。ただし、単価契約は入札書記載単価に数量等を乗じた金額に消費税額の金額を支

払時に加算し、１円未満の端数は切り捨てる。 

13 特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類 

  日本語及び日本国通貨に限ります。 

14 苦情の申出 

  この入札について苦情のある者は、地方独立行政法人神戸市民病院機構特定調達委員会へ苦情

の申出をすることができます。 

15 その他 

⑴ 入札に参加する者に必要な資格を有すると認定されていない者の参加 

第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者も当該入札に参加す

る者に必要な資格の審査の申請書及び資料を提出することができますが，当該入札に参加す

るためには，開札の日時までに入札に参加する者に必要な資格を有すると認定され，かつ，

当該入札に参加する者に必要な資格を有しなければなりません。 

⑵ 入札参加資格の登録は，地方独立行政法人神戸市民病院機構法人本部経営企画室にて随時受

け付けしています。 

入札参加資格の申請書は，地方独立行政法人神戸市民病院機構ホームページ（

http://www.kcho.jp/）「お知らせ＞入札情報」からダウンロードしてください。 

16 Summary 

(1) Contract Content: Hybrid Operating Room – Angiography System 

(2) Quantity: 1 set 

(3) Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids: 5:00 p.m. Oct. 28, 2021. 

(4) Deadline for submitting bids: 10:00 a.m. Nov. 26, 2021. 

(5) Applicants can obtain bid application forms at Planning and Finance Division, Corporate 

headquarters management planning office, Kobe City Hospital Organization. 

2-2, Minatojimaminamimachi, Chuo-ku, Kobe 650-0047, Japan. 

TEL 078-940-0158 

 

 

 


