次のとおり一般競争入札を実施する。
なお、この入札に係る調達契約は、京都府公立大学法人における物品又は特定役務の調達
手続きに関する要綱（平成31年2月1日京都府公立大学法人要綱第31号）に規定する特定調達
契約である。
令和２年９月８日
京都府公立大学法人
１

理事長

金 田 章 裕

入札に付する事項
(1) 購入物品の名称及び予定数量
京都府立医科大学附属病院又は附属北部医療センターで使用する医薬品（別紙のとお
り）
(2) 購入物品の特質等

グループ

採用・契約方式

Ａ、Ｂ、
Ｄ、
Ｆ、Ｇ

・各医薬品の入札単価に予定数量を乗じた金額をグループごとに集計した
「合計額」を比較し、予定価格の範囲内で最も安価な合計額（以下「最低
入札額」という。）を入札した応札者を落札者とする。ただし、入札不可
の医薬品がある場合は無効とする。
・メーカーから直接調達することが困難な医薬品であっても、他の卸業者
から調達し、納品できるのであれば、入札有効とする。
・最低入札額が予定価格を上回る場合には、当該最低入札額で応札した業
者を交渉権者として、価格交渉を行う。
・契約方式は、医薬品ごとに落札者が入れた金額による単価契約とする。

J

・各医薬品の入札単価を比較し、予定価格の範囲内で最も安価な価格を単
品毎に採用
・各医薬品ごとの単価契約とする。

Ｉ

・各医薬品の入札単価を比較し、予定価格の範囲内で最も安価な価格を入
札した業者を落札者とする。ただし、当該医薬品の入札に当たっては、下
記の「要件」を満たしていることを条件とし、当該要件を満たさない入札
は無効とする。
・当該医薬品の入札に当たっては、下記の要件を満たしている旨及び当該
医薬品に関する返品の取扱いを説明する資料を添付すること。（様式は任
意とする）
・契約方式は、医薬品ごとの単価契約とする。
〈要件〉
・２４時間の必要な保冷管理が可能であること。また、独自の保冷設備を
使用する場合は、必要なセキュリティ対策が講じられていること。

(3) 納入期限
令和２年１１月１日から令和３年１０月３１日まで
(4) 納入場所
京都府立医科大学附属病院又は附属北部医療センター
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２

契約条項を示す場所等
(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織
の名称、所在地等
〒602-8566

京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465番地

京都府立医科大学事務局経理課調達担当
電話番号

０７５－２５１－５２２０

ファクシミリ番号

０７５－２５１－５２０５

Ｅメールアドレス

tyotatsu@koto.kpu-m.ac.jp

(2) 入札説明書等入札・契約関係及び入札参加資格確認申請関係書類の交付期間
令和２年９月８日（火）から令和２年９月１５日（火）まで（日曜日、土曜日、祝日
及び休日を除く。）の午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時１５分ま
でとする。
３

入札に参加できない者
(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当する者
(2) 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。以下「法」
という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）のほか、次のいず
れかに該当する者（次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後２年
間を経過しない者を含む。）
ア

法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

イ

法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団
員である者又はその経営に関与している者

ウ

自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的
をもって暴力団の利用等をしている者

エ

暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は
積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ

暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

カ

暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

キ

暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

(3) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそ
れのある団体に属する者（その事実がなくなった後２年間を経過しない者を含む。）
４

入札に参加する者に必要な資格
入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 京都府の令和元年～３年度（令和元年８月～令和４年７月）の物品又は役務の調達に
係る競争入札の参加資格を得ている者。
なお、本資格を有しない者については、入札説明書に定める書類を提出の上、資格確
認を受け、資格を有すると認定された者であること。
(2) ５に定める一般競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）の提出
期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名停止とされていない者であ
ること。
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(3) 当該物品のいずれか又はこれと同等の品質を有する物品の納入実績があることを証明
することにより、納入期限までに確実に納入することができ、納入先の求めに応じて速
やかに提供することができると認められる者であること。
５

入札参加資格の確認
入札に参加を希望する者は、確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料（以下「確
認資料」という。）を次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなけ
ればならない。
(1) 提出期間
令和２年９月８日（火）から令和２年９月１５日（火）午後５時１５分まで（持参の
場合は、日曜日、土曜日、祝日及び休日並びに平日の正午から午後１時までを除く。）
(2) 提出場所
２の(1)に同じ。
(3) 提出方法
(1)の期間内に(2)の場所に確認申請書及び確認資料を郵送((1)の期間内に必着させる
とともに、郵便書留等の配達記録が残る方法を利用するものに限る。)又は持参により
提出すること。
(4) 確認通知
入札参加資格の確認については、別途通知する。
(5) その他
確認申請書及び確認資料作成に要する経費は提出者の負担とし、提出された書類は返
却しない。

６

入札手続等
(1) 入札の方法
(2)の日時までに、郵送（郵便書留等配達記録が残る方法を用いるものとする。）又は
持参により提出すること。
(2) 入札書の提出期限等
ア

提出期限
令和２年９月２５日（金）午後５時１５分まで（持参の場合は、日曜日、土曜日、
祝日及び休日並びに平日の正午から午後１時までを除く。）

イ

提出先
〒602-8566

京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465番地

京都府立医科大学事務局
ウ

経理課長

その他
入札方法の詳細は、入札説明書において指定する。

(3) 開札日時
令和２年９月２８日（月）午前１０時
(4) 入札書に記載する金額
入札書に記載する金額は、１に示す単位毎の金額（税抜）とし、搬入費・環境設定費
用等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含めるものとする。
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なお、入札書に記載する金額は、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に相当する金額を記載す
ること。
(5) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア

３及び４に掲げる入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

イ

確認申請書及び確認資料を提出しなかった者のした入札

ウ

確認申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者のした入札

エ

入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者のした入札

オ

同じ入札に２以上の入札をした者のした入札

カ

入札に関し、不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者又はその疑い
のある者のした入札

キ

４に掲げる確認の後、指名停止措置を受けて開札時点において指名停止期間中であ
る者等、開札時点において入札に参加する資格のない者のした入札

ク

１の(2)に掲げる購入物品の特質等の条件を満たさない物品により入札をした者の

した入札
ケ

金額を訂正した入札書又は金額を特定することができない入札書で入札をした者の
した入札

コ

氏名、印鑑又は重要な文字が誤脱又は不明瞭のため、入札参加者又は対象案件を特
定することができない入札書（封筒を含む。）で入札をした者のした入札

(6) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす
る。ただし、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入
札事務に関係のない当学職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、落札者が落札決定後、契約を締結するまでに指名停止措置に該当する行為を行
ったときは、当該落札決定を取り消すことがある。
(7) 契約の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に限る。
(8) 契約書作成の要否
要する。
７

入札保証金
免除する。

８

違約金
契約者が契約を締結しない場合は落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収
する。

９

契約保証金
免除する。

10

その他
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(1) １から９までに定めるもののほか、京都府公立大学法人会計規則等の定めるところに
よる。
(2) 落札決定後であっても、この入札に関して談合その他の事由により正当な入札でない
ことが判明したときは、落札決定を取り消すことがある。
(3) 入札の延期等の措置を講じる場合は、電話、ファクシミリ等により必要な事項を連
絡するものとする。
(4) この公告に係る調達に関し、京都府公立大学法人政府調達に関する苦情の処理手続
要綱（平成31年2月1日京都府公立大学法人要綱32号）に基づく苦情申立てがあっ
たときは、契約を締結しないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を解除する
ことがある。
11

Summary
(1) The nature and quantity of the product to be purchased
According to the attached sheet
(2) The time limit and place for tender
5:15 pm Friday,September25,2020
Procurement Section, Department of Accounting, Kyoto Prefectural University of
Medicine
465 Kajii-cho, Kawaramachi-Hirokoji, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8566, JAPAN.
(3) The time, date and place for the opening of tender
10:00 am Monday,September28,2020
(4) Contact point for the notice
Procurement Section, Department of Accounting, Kyoto Prefectural University of
Medicine
465 Kajii-cho, Kawaramachi-Hirokoji, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8566, JAPAN.
TEL: (075)251-5220
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