
入 札 公 告 

 

総合評価一般競争入札を執行するので，地方独立行政法人宮城県立病院機構契約事務取

扱規程（以下「規程」という。）第５条により，次のとおり公告する。 

 

令和３年２月８日 

 

地方独立行政法人宮城県立病院機構理事長 

 

１ 入札に付する事項 

（１）調達案件名  宮城県立がんセンター医療情報システム更新 一式 

（２）仕 様 等  別紙入札説明書及び提案仕様書のとおり 

（３）履 行 場 所  宮城県立がんセンター 

（４）履 行 期 間  契約締結の日から令和４年３月３１日まで 

          ただし，運用開始日は令和４年１月１日とする。 

（５）予 定 価 格  ９９５，７００，０００円（消費税及び地方消費税を除く） 

（６）支 払 条 件  前払 無 

（７）契約保証金  契約金額の１００分の１０以上の額 

 

２ 入札に参加する者の資格等に関する事項 

  入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）に必要な資格は，次のとおりとする。 

（１）地方独立行政法人宮城県立病院機構契約事務取扱規程（以下「規程」という。）第３

条第１項及び第５項各号に該当しない者であること。 

（２）宮城県の物品調達等に係る競争入札参加業者登録簿に登載されていること。 

なお，当該資格を有しない場合は，宮城県の物品調達等に係る競争入札参加業者登録 

申請に必要な書類を３（１）に記載する入札参加資格申請と同時に提出することによ 

り，参加資格を得ている者とみなす。 

（３）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（ 平成１１年法律第２２５号）附則第２条

による廃止前の和議法（ 大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議

開始の申立てをしていない者であること。 

（４）平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条第１項又は第２項の規定による再生

手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし,

同法第３３条第１項の再生手続開始の決定を受けた者が，その者に係る同法１７４条

第１項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては，その者を再生手続開始の申

立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

（５）会社更生法（ 平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による

更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者（ 同法附則第２

条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。）であ

ること。ただし，同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者がその者に係る更生計

画認可の決定があった場合にあっては，更生手続開始の申立てをしなかった者又は申



立てをなされなかった者とみなす。 

（６）公告の日から開札の日までの間に宮城県において指名停止の措置を受けていない者

であること。 

（７）宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）別表各号に規定す

る措置要件のいずれにも該当しない者であること。 

   なお，入札参加者の使用人が入札参加者の業務として行った行為は，入札参加者の

行為とみなす。 

（８）過去５年以内にがん診療連携拠点病院で３００床以上の病院又は日本国外において

がん医療を提供している３００床以上の病院において，本業務と同種同規模のシステ

ム開発業務に係る契約を締結した実績を有すること。なお，企業の統合により，実績

を有する企業が消滅した場合については，統合前の実績においても，本要件は可とす

る。 

（９）過去に３００床以上の病院において，本業務と同種同規模のシステム開発業務の総

括業務責任者（プロジェクトマネージャー）として従事した経験を有するものを雇用

し，かつ，本業務に従事させること。 

（１０）業務を共同連携して受託するため二以上の者を構成員として結成された共同企業

体（以下「企業連合」という。）にあっては，次の各号のいずれにも該当すること｡ 

イ 全ての構成員が（１）から（２）に該当し，かつ（３）から（７）までの要件を満

たしていること。また，構成員のいずれかが（８）及び（９）の要件を満たしてい

ること。 

ロ 構成員が他の企業連合の構成員として，又は単独により本入札に参加していないこ

と。 

 

３ 入札日程等 

（１）入札日程 

No 内   容 期      日 備   考 

１ 入札説明書等の 

交付期限 

令和３年３月１８日（木） 

午後５時まで 

 

２ 質問票の受付 令和３年２月２６日（金） 

午後５時まで 

電子メールで提出 

３ 質問に対する 

回答 

令和３年３月 ９日（火） ホームページで公開 

４ 回答内容確認票

の受付 

令和３年３月１２日（金） 

午後５時まで 

電子メールで提出 

５ 回答内容確認に

対する回答 

令和３年３月１７日（水） ホームページで公開 

６ 入札参加資格 

申請書等の受付 

令和３年３月２２日（月） 

午後５時まで 

 

７ 入札書及び提案 

書の提出期限 

令和３年３月３０日（火） 

午後５時まで 

 



８ 入札及び開札日 令和３年３月３１日（水） 

午前１０時 

宮城県立病院機構本部会

議室 

９ 対面審査 令和３年４月２２日（木） 正式な日時については，
入札書・提案書受付後に
通知 

10 結果の通知 令和３年４月２３日（金）  

（注）上記の期間は，土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日を除く午前９時から午後５時までとする。 

（注）新型コロナウイルス感染症対策として，本入札において当院を訪問するものは訪

問日から直近２週間以内に発熱などの症状がないものに限る。 

 

（２）事務局 

   〒981-1239 宮城県名取市愛島字野田山 47-1 

地方独立行政法人宮城県立病院機構 

本部事務局 企画経営課 （電話 022-796-1044） 

E-mail : honbu-keiei@miyagi-pho.jp 

（３）入札説明書等の交付 

（２）に掲げる場所でＣＤ－Ｒで配布する。 

 

４ 入札参加資格申請 

（１）入札希望者は，入札説明書に定めるところにより３（１）に示す期限まで，３（２）

に示す場所に必要書類を作成の上，提出し，入札参加資格の審査を受けること。 

なお，入札日までの間において，当該書類に関し説明を求められた場合は，これに

応じること。 

 

５ 入札書及び提案書の提出 

  入札参加者は，入札説明書に定めるところにより，３（１）に示す期限まで，３（２）

に示す場所に入札書及び提案書を提出すること。 

  ただし，入札書及び提案書を持参する場合は，３（１）に示す入札及び開札日まで入

札場所へ提出できるものとする。 

 

６ 落札者の決定及び契約締結 

（１）落札者の決定の方法 

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行い，落札者決定基準で規定する評価項目

のうち，必須項目が仕様書で定める水準を全て満たし，かつ，最も高い評価を得たも

のを落札者とする。詳細は落札者決定基準による。 

（２）落札者決定基準 

   入札説明書及び落札者決定基準による。 

（３）最低価格の入札者以外の者を落札者とすることの有無 有 
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７ その他 

（１）入札保証金 

  契約事務取扱規程第６条による。また，同規程第７条により，免除を希望する者は，

必要書類を添付の上，「入札保証金免除申請書（様式１３）」を提出すること。 

但し，宮城県の物品調達等に係る競争入札参加業者登録簿に登録されている者は「入

札保証金の免除の特例に関する規則（平成２４年宮城県規則第４６号）」を準用し免除と

する。 

（２）契約保証金 

  契約事務取扱規程第２７条による。また，同規程第２８条により，免除を希望する者

は，必要書類を添付の上，「契約保証金免除申請書（様式１４）」を提出すること。 

（３）入札の無効 

本公告に示した競争入札に参加する資格のない者及び入札参加資格審査において虚

偽の申請を行った者のした入札は，無効とする。 

（３）入札金額の記載方法 

契約金額は，入札書に記載された金額に当該金額の消費税額及び地方消費税額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた金

額。以下同じ。）とするので，入札者は，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，見積もった契約希望金額から消費税額及び地方

消費税額に相当する金額を控除した金額を入札書に記載すること。 

（４）開札は原則として，紙による入札者又はその代理人が同席のもと行うものとする。  

（５）契約書作成の要否 要 

（６）詳細は，入札説明書による。 

（７）入札参加者が，入札参加申請から入札又は落札決定までに要する一切の費用は，入

札参加者が全て負担するものとする。 

（８）この発注案件に係る令和３年度当初予算が不成立となったときは，入札の中止や契

約の解除を行うものとする。 

（９）本公告に関する問い合わせ先 

地方独立行政法人宮城県立病院機構 本部事務局 

企画経営課企画経営係（担当：工藤慶也） 

      〒981-1239 宮城県名取市愛島字野田山 47-1 

   TEL：022-796-1044  FAX:022-796-1046 

E-mail : honbu-keiei@miyagi-pho.jp 

 

８ 概要 

  Summary 

（１）Nature and Quantity of Item(s)/Service(s) to be Procured:  

   Implementation and establishment of medical information system for Miyagi cancer  

center    

（２）Contract Period:  

From day of contract settlement to March 31,2022 
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（３）Operation start date 

   January 1,2022 

（４）Place of Implementation:  

  Miyagi cancer center, 47-1 Nodayama, Medeshimashiote, Natori, Miyagi 981-1239  

Japan. 

（５）Deadline and Place for Bid Submission（in person）: 

   March 31 2021(Wed.),10:00 a.m. 

Plan management section, Miyagi Prefectural Hospital Organization 

(６) Deadline for Bid Submission（by mail）: 

  March 30 2021(Tue.),5:00 p.m. 

（７）Time and Place for Bid Selection 

March 31 2021(Wed.),10:00 a.m. 

   Conference room of Miyagi Prefectural Hospital Organization ,2nd floor of Miyagi 

cancer center, 47-1 Nodayama, Medeshimashiote, Natori, Miyagi 981-1239 Japan. 

（８）Contact Person:  

Keiya Kudo, Plan management section, Miyagi Prefectural Hospital Organization, 

47-1 Nodayama, Medeshimashiote, Natori, Miyagi 981-1239 Japan.  

TEL: 022-796-1044 

（９）Language and Currency Used for Contract Procedures: 

   Japanese and Japanese yen only. 

 

 

 


