
一 般 競 争 入 札 公 告 
 
一般競争入札について、次のとおり公告する。 

 
１．公告期間   
   平成２９年３月２３日（木）から平成２９年３月２８日（火）午後３時 
２．契約担当者 
   国家公務員共済組合連合会 新別府病院長 中村 夏樹 
３．概要等 
  （１）契 約 名  新別府病院医事業務委託 
  （２）契約場所  大分県別府市大字鶴見３８９８番地 
  （３）契約内容  別紙仕様書に基づく 
  （４）契約期間  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日 
４．資料配布期間 
   平成２９年３月２４日（金）から平成２９年３月２９日（火）午後３時までの土・日

曜日を除く毎日、午前１０時より午後３時まで 
５．書類提出期限  平成２８年３月２９日（水）午後３時まで 
６．提出書類 
  ① 参加申込書 
  ② 秘密保持契約書 
  ③ 資格審査結果通知書（全省庁統一資格） 
  ④ 医療事務サービス認定証書 
  ⑤ 業務従事者の名簿及び医療事務資格証 
  ⑥ 提案書（仕様書に対する回答書） 
  ⑦ 見積書 
７．入札の場所及び日時等 
   場所：新別府病院３階小会議室３ 
   日時：平成２９年３月３０日（木）午前１１時 

 
   平成２９年３月２３日 

 
              国家公務員共済組合連合会 新別府病院 

   総務課 （診療棟３階 事務室） 
              電話：０９７７－２２－０３９１（内線６３００） 
              FAX：０９７７－２６－４１７０ 
              E-mail：soumu@shinbeppu-hosp.jp 

                                                           



新別府病院 医事業務委託 

一般競争入札説明書 

 

1. 業務の概要 

（１）名称 新別府病院医事業務委託 

（２）内容 別添「新別府病院医事業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

 

2. 応募資格 

次の条件を全て満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しないこと。 

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第2項の規定に該当すると認められる事実

がないこと。 

（３）法人等設立して５年以上経過しており、財務状況、損益状況及び資金状況が良好であること。ま

た、医事業務委託の実績が３年以上あり、現在も継続していること。 

（４）大分県内に本社又は組織体制を持つ支店・営業所があり、総合的な管理・バックアップ体制を敷

くことができる法人であること。ただし経過措置として、平成29年10月までに設置可能な場合は現時点

であるものとみなす。 

（５）本店所在地において、国税、地方税の滞納がないこと。 

（６）会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）の規定に基づき更生

又は再生手続きがなされている等、経営状態が著しく不健全であると認められないこと。 

（７）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2項に

規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構

成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にないこと。 

 

4. 応募手続等 

この入札に応募する事業者は、参加意思表明書及び提案書を以下に従い提出期限までに提出すること。

なお、提出先は以下のとおりとする。 

国家公務員共済組合連合会 新別府病院 総務課 

〒 ８７４－０８３３ 

電話：０９７７－２２－０３９１ 

FAX ：０９７７－２６－４１７０ 

E-mail:soumu@shinbeppu-hosp.jp 

 

（１）交付資料・交付期間等 

①交付資料 

ア 新別府病院医事業務委託一般競争入札説明書（本書） 

イ 仕様書 

ウ 参加申込書（様式１号） 



エ 質問書(様式２号) 

オ 辞退届（様式３号） 

カ 秘密保持誓約書（様式４号） 

 

②交付期間 

平成２９年３月２３日（木）から平成２９年３月２９日（水）まで 

（ただし、土・日曜日を除く、１０時から１６時まで） 

③交付場所 

国家公務員共済組合連合会 新別府病院 総務課 

〒 ８７４－０８３３ 

電話：０９７７－２２－０３９１ 

FAX：０９７７－２６－４１７０ 

E-mail:soumu@shinbeppu-hosp.jp 

※下記ＵＲＬからダウンロードすることもできる 

新別府病院ホームページ ＵＲＬ：www.shinbeppu-hosp.jp/ 

 

（２）質問受付及び回答 

①質問様式：「質問書」（様式２号） 

②提出期間：平成２９年３月２３日（木）から平成２９年３月２８日（火）まで 

③提出方法： 

・電話（０９７７－２２－０３９１）にて事前連絡（ただし、土・日曜日及び祝祭日を除く、１０時か

ら１６時まで）のうえ、電子メールで行うこと。 

・ 件名は、「医事業務委託一般競争入札に関する質問（事業者名）（質問日）」とする。 

④回答： 

・平成２９年３月２９日（水）１２:００までに、質問者に対して電子メールで行う。 

・質問と回答の全てを参加意思表明書の提出があった全事業者に、電子メールで資料提供する。 

⑤備考 

・質問書は、分かりやすく簡素な表現を用いること。 

・審査の内容に関係しない軽易な内容を除き、電話又は口頭による質問は受け付けない。 

・説明会は開催しない。 

・質問事項全てに対して回答ができるとは限らない。 

・回答の内容は、本要項の追加又は修正とみなす。 

 

（３） 参加意思表明書の提出 

①提出書類 「参加意思表明書」（様式１号） 

②提出期限 平成２９年３月２９日（水）１５：００（必着） 

③提出方法 持参若しくは郵送（書留郵便に限る。） 

※持参の場合の受付時間は、土・日曜日を除く、１０時から１５時までとする。 



 

（４） 事前書類の提出 

①提出書類 

（1） 資格審査結果通知書（全省庁統一資格） 

（2） 秘密保持誓約書（様式４号） 

（3） 医療事務サービス認定証書 

（4） 業務従事者の名簿および医療事務資格証 

（5） 提案書（仕様書に対する回答書） 

（6） 見積書 ※見積書に記載する金額は、消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わ

ず、履行期間内に要する一切の諸経費を見積もった金額の105分の100に相当する金額

（税抜価格）を記載してください。 

・ 提出された書類は返却しない。 

・ 提出部数 ２部（正本１部、副本１部） 

※電子媒体及びＦＡＸによる提出は認めない。 

②提出期限・方法 

（1） 提出期限 平成２９年３月２９日（水）１５：００ 必着 

（2） 提出方法 持参 

※受付時間は、土・日曜日及び祝祭日を除く、１０時から１５時までとする。 

 

5. 受託者の決定 

一般競争入札を実施し、予定価格と同額もしくは下回った参加者のうち最も契約金額の低い参加者を受

託者として決定する。 

 

6. 辞退 

入札への参加を辞退する場合には、速やかに「辞退届」（様式３号）により本要項４の提出先へ届ける

こと。 

 

7. 失格 

次のいずれかに該当した事業者は失格とする。 

（１）契約締結までの間に、本要項３に規定する応募資格者の条件を満たさなくなった場合 

（２）提出期限までに提出書類を提出しなかった場合 

（３）入札に欠席した場合 

（４）提出書類に虚偽の記載をした場合 

 

8. 問合せ 

国家公務員共済組合連合会 新別府病院 総務課 

〒 ８７４－０８３３ 

電話：０９７７－２２－０３９１ 



FAX：０９７７－２６－４１７０ 

E-mail:soumu@shinbeppu-hosp.jp 

＜スケジュール＞ 

期 日 内 容 等 

３月２３日（木） 入札公告開始（ホームページ）・質問書受付開始 

３月２８日（火） 質問書提出締切 

３月２９日（水） 質問書回答締切 

３月２９日（水） 「参加意思表明書」提出締切 

３月２９日（水） 「提出書類」提出締切 

３月３０日（木） 入札開催（予定） 

  



様式１号 

 

年   月   日 

新別府病院長 殿 

 

（申請者） 

所在地 

事業者名 

代表者名               ㊞ 

 

（担当者） 

部署名 

職・氏名 

電話番号 

FAX 番号 

E-mail 

 

 

参加意思表明書 

 

新別府病院院内保育所運営業務委託一般競争入札実施要項（以下「入札実施要項」とい

う。）により、参加意思を表明します。 

なお、入札実施要項 3（応募資格）の条件を満たしていることをあわせて誓約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２号 

 

年   月   日 

新別府病院長 殿 

 

   

所在地 

事業者名 

代表者名               ㊞ 

 

担当者氏名 

電話番号 

FAX 番号 

E-mail 

 

 

 

 

質問書 

 

新別府病院院内保育所運営業務委託一般競争入札について、次のとおり質問いたしま

す。 

 

 

 

質問内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式３号 

 

平成  年  月  日 

新別府病院長 殿 

 

 

 

所在地 

事業者名 

代表者名               ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札辞退届 

 

 

このたび、「新別府病院院内保育所運営業務委託一般競争入札」について指名（見積依

頼）を受けましたが、誠に勝手ながら都合により入札を辞退いたします。 

  



 

様式４号） 

秘密保持誓約書 

 

          （以下「弊社」という。）は、国家公務員共済組合連合会新別府病院

（以下「新別府病院」という。）に対する医事等業務委託（以下「本件業務」という。）の

ための募集に関して、受託候補先として応募を検討するにあたり、新別府病院が弊社に開示

する資料その他秘密情報の取り扱いについて、次のとおり誓約いたします。（以下「本誓約」

という。） 

 

（秘密情報の定義） 

第１条 本誓約の対象となる情報は、本件業務の遂行のために、新別府病院から弊社に対し

て、文書又は口頭で開示される病院概要、その他病院全般に関する情報及びそれに

関連する情報、ならびに新別府病院が増改築工事に向け、基本構想を策定すること

に関して弊社による業務支援の委託を検討している事実、その内容及び本誓約の存

在（以下「誓約情報」という。）が含まれるものとします。（以下｢秘密情報｣とい

う。） 

なお、秘密情報の開示に際して、新別府病院は開示する権限を有していると理解し

ています。 

 

（秘密情報の取り扱い） 

第２条 弊社は秘密情報を本件業務の検討のためにのみ使用し、他の目的のためには使用い

たしません。（以下、かかる義務を「目的外使用避止義務」という。） 

 ２  弊社は新別府病院から開示された秘密情報につき、その秘密を厳重に保持し、新別

府病院の書面による事前の承認がない限り、これをいかなる第三者にも開示いたし

ません。（以下、かかる義務を「守秘義務」という。） 

 ３  前二項にかかわらず、弊社が次の各号に該当することを証明し得る情報は、守秘義

務及び目的外使用避止義務を負いません。 

（１） 新別府病院から開示を受けた時点で既に公知となっている情報、もしくは開示後、

弊社の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報 

（２） 新別府病院から開示を受けた時点で弊社が既に保有しており、その秘密保持、使用

目的等について如何なる制約も受けていない情報 

（３） 弊社が正当な権限を有する第三者から、秘密保持、使用目的等に関して何らの制約

を受けることなく、適法に入手した情報 

（４） 弊社が新別府病院から開示された秘密情報を参照したり、もしくはこれを依拠した

りすることなく、独自に収集もしくは形成した情報 

 



（秘密情報の返却等） 

第３条 新別府病院又は弊社が本件業務の検討を中止する旨の意思表示を行ったとき、もし

くは新別府病院が弊社に秘密情報の返却を求めたとき、弊社は、直ちに秘密情報を

新別府病院に返還します。 

 

 

 

（法令等に基づく開示） 

第４条 弊社が新別府病院から開示された秘密情報の全部又は一部に関して、強制力を伴う

法令、規則に基づく開示を要求された場合には、弊社は本誓約の義務に違反するこ

となく、当該秘密情報を当該法令・規則もしくは命令に従い合理的な範囲内で開示

もしくは提出し得るものとします。ただし、新別府病院が秘密情報の開示もしくは

提出の範囲を制限するための適切な措置が取れるように弊社は、新別府病院に対し

て、当該開示、提出等の前に時間的余裕をもって書面にて事前通知を行います。 

 

（損害賠償） 

第５条 弊社が本誓約に違反し新別府病院に損害を及ぼしたとき、弊社は、新別府病院の蒙

った損害について賠償いたします。ただし、最終的に弊社に故意又は重過失がなか

ったと判断された場合にはこの限りではありません。 

 ２  損害賠償請求権は、損失等の発生の日から３年以内に行使しなければ消滅すること

に新別府病院が同意されることを前提に本誓約を差し入れます。この条項は、本誓

約が終了後も有効とさせていただきます。 

 

（有効期間） 

第６条 本誓約は新別府病院から本件業務の協議を打ち切る旨記載した書面を弊社が受領し

た時点（以下「情報提供終了時点」という。）までに、新別府病院から開示された

全ての秘密情報に適用されます。 

 ２  本誓約は第５条及び第 10 条の規定を除き、情報提供終了時点から起算して１年間

が経過した時点まで効力を有するものとさせていただきます。 

 ３  前二項にかかわらず、本件業務について新別府病院と弊社間で業務委託契約が締結

された結果、その契約上規定された新別府病院と弊社間の守秘義務規定が優先する

ものとし、本誓約の該当条項は無効とさせていただきます。 

 

（インターネットの利用） 

第７条 新別府病院及び弊社は、本誓約に関連して、以下の各号の事項を認識している事を

前提に、弊社は本誓約を差し入れます。 

（１） 弊社は、新別府病院が書面により他の通信手段を要求しない限り、インターネット

電子メールを媒介として、交信・文書等を送信することができる。 



（２） 弊社及び新別府病院は、インターネット電子メールの性能、信頼性、有効性又は安

全性については、コントロールすることができないこと。 

（３） 弊社及び新別府病院は、インターネット電子メールの損失・遅延・妨害・破損又は

改変から発生する損失・損害・費用・被害又は不都合など、合理的なコントロール

の及ばない範囲の責任を免れること。 

 

（本誓約の可分性） 

第８条 本誓約の各条項のうち、現在又は将来の法律・政令・規則等に抵触し、又は、裁判

所の判決等により、その一部が無効又は執行不能とされた場合は、当該条項は、有

効又は執行可能となるために必要最小限の範囲内で修正されるものとし、当該条項

を除く本誓約の各条項の有効性及び執行力に影響を及ぼすものではありません。 

 

（別途協議） 

第９条 本誓約に定めのない事項、又は本誓約に定める事項に疑義が生じた場合には、新別

府病院と弊社の協議の上、その都度解決するものとします。 

 

（管轄裁判所） 

第 10 条 本誓約の各条項は、日本国の法律に準拠するものとし、第９条にて解決できない本

誓約に関連して生じる一切の紛争は、大分地方裁判所をもって第一審の専属的合意

管轄裁判所とすることに新別府病院が同意しているものと、弊社は理解しておりま

す。 

 

（その他） 

第 11 条 本誓約は、新別府病院に秘密情報の開示義務を負わせる趣旨には解釈されないもの

といたします。 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

                商号又は名称 

 

                代表者名                印 

 


