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一般競争入札公告 

 

平成 30年 1月 30日 

社会福祉法人恩賜財団済生会湘南平塚病院 

院長  武内 典夫 

社会福祉法人恩賜財団済生会湘南苑 

 苑長  野﨑 宏幸 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

1． 競争入札に付する事項 

(1) 業務委託名 

給食業務委託 

内容及び業務委託の履行場所は次の要件書記載のとおりとする。 

 別紙 1：済生会湘南平塚病院患者給食業務及び職員食堂運営業務仕様書 

 別紙 2：済生会湘南苑利用者給食業務及び職員食業務仕様書  

(2) 契約期間 

平成 30年 6月 1日から平成 33年 5月 31日 

2． 競争参加資格 

この入札に参加を希望する事業者は、以下の（1）から（6）の全てを満たす者であること。 

(1) 関東・甲信越地域都道府県の役務の提供に関する競争入札参加資格で「A」または「B」「C」の

等級に格付けされている者であること。 

(2) 平成 30年 1月 1日時点において、病床数が 150床以上の病院患者等給食業務に関して、継続し

て 36ヶ月以上にわたり、元請として実施した実績を 3箇所以上有する者であること。 

(3) 平成 30年 1月 1日現在において、過去 5年間に食中毒を発生させた事業者でないこと。 

(4) 一般財団法人医療関連サービス振興会に患者等給食業者として登録している者であること。 

(5) 日本給食サービス協会・日本メディカル給食協会・集団給食協会等に加盟し、認証・認定を受

けている者であること。 

(6) 済生会湘南平塚病院患者給食業務及び職員食堂運営業務仕様書並びに済生会湘南苑利用者給食

業務及び職員食業務仕様書の条件を満たす者であること。 

3． 入札手続等 

(1) 書類の配布場所、提出先及び問合せ先 

〒254-0036 神奈川県平塚市宮松町 18-1 

社会福祉法人恩賜財団済生会湘南平塚病院 経営企画室 笠原満 

電話：0463-71-6161（代表） 

(2) 入札要件書の配布 

① 配布期間 

平成 30年 1月 31日（水）～ 平成 30年 2月 7日（水）9：00～17：00（土・日・祝日を
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除く） 

※入札要件書の配布にあたっては、事前に連絡のうえ来訪すること。なお、配布資料受領

時に参加資格を確認するため行政関係機関より発行された資格審査決定通知書の写しを提

出すること（同写しの提出をもって参加表明とする）。 

② 配布する書類 

イ) 済生会湘南平塚病院患者給食業務及び職員食堂運営業務仕様書 

ロ) 済生会湘南苑利用者給食業務及び職員食業務仕様書 

ハ) 入札書 

(3) 提案書の提出 

① 提案書ついては、次の日時までに書面（任意様式）にて正本 1 部、副本 8 部を提出するこ

と。また、電子データをメールにて提出すること。 

日時 ： 平成 30年 2月 16日（金）17：00 まで 

② 提案書は、次の項目を記述したうえで提出すること。なお、作成に当たっては、Ａ４判両

面 10枚以内（表紙を除く）で作成すること。また、次の項目は必ず記載すること。 

イ) 事業者概要（運営実績一覧も含む） 

ロ) 運営組織及び人員体制（資格、役職、人数）、勤務シフト、従業員の教育体制 

ハ) 衛生管理（食中毒防止策、食品衛生対策、従業員教育等） 

ニ) 安全管理（安全管理の考え方、トラブル対応等） 

ホ) 病院患者給食のメニュー（案・常食、五分粥食、ソフト食など嚥下対応食について 1

日分、材料、使用量、栄養価についても表示すること） 

ヘ) 病院職員食堂のメニュー（案・1か月分、栄養価についても表示すること） 

ト) 湘南苑利用者給食のメニュー（案・常食、五分粥食、ソフト食など嚥下対応食につい

て 1日分、材料、使用量、栄養価についても表示すること） 

チ) 廃棄物削減の取り組み 

リ) その他（個人情報、追加提案事項等） 

(4) 入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法 

日時 ： 平成 30年 2月 21日（水）16：00 

場所 ： 神奈川県平塚市宮松町 18-1 

施設名： 社会福祉法人恩賜財団済生会湘南平塚病院 1階なでしこホール 

     （担当）経営企画室 笠原 満 

入札書は上記日時、場所において持参により提出すること。 

(5) 入札時の留意事項 

① 入札参加者（会社）において入札権限を持たない者が入札を行う場合には、委任状（各社

様式で可）を提出すること。 

② 入札場所への入場は 1社につき 1名とする 

③ 入札書には、済生会湘南平塚病院患者給食及び職員食堂に係る管理費と済生会湘南苑利用

者給食業務に係る管理費（仕様書に記載の患者給食材料費、利用者給食材料費及び職員給

食材料費を除く給食委託業務に関わる一切の費用）の合計として、一年間に支払う契約金
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額を記載すること。 

④ 入札時に以下の書類（各社様式で可）を提出すること。 

イ) 配置する人員の資格、職種、役職、人数及びシフト表の記載された入札金額の根拠と

なる明細書（済生会湘南平塚病院、済生会湘南苑それぞれ作成すること） 

⑤ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8 に相当する金額

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）

をもって落札価格とする。従って、入札者は見積もった契約希望価格の 108 分の 100 に相

当する金額（消費税抜き）を入札書に記載すること。 

⑥ 適正な入札の執行を妨げたときは、その者は失格とする。 

(6) 開札の立会い及び入札回数 

① 入札参加者の立会いの上、入札終了後直ちに開札を行う。 

② 予定価格の範囲内で入札した者がいない場合は、再度入札を実施する。再入札は 1 回まで

とする。 

③ 再入札によっても、予定価格の範囲内での入札がない場合は、最低価格の入札をした会社

から順次協議を行い契約に向けて協議する。 

(7) 優先交渉事業者の決定 

① 予定価格の範囲内で入札した会社を「予定内入札社」とする。 

② 予定内入札社が１社の場合は、この会社を委託事業者として決定する。 

③ 予定内入札社が複数の場合は、入札金額による評価点と提案書及びプレゼンテーションに

よる評価点を総合的に評価し優先交渉事業者を決定する。 

(8) 予定内入札者が複数の場合の総合評価 

① プレゼンテーションについて 

イ) 説明時間は、プレゼンテーション 15分、質疑応答 10分とする。 

ロ) 事前に提出の提案書に基づき説明すること。 

② 審査項目 

総合評価のうち金額以外の評価は、当該業務の提案書及びプレゼンテーションを対象とし

た提案評価表の項目とする。 

③ 審査の方法 

評価は加算方式によって行うものとし、次の計算式による「評価値」の最も高い者を最高

評価として優先交事業者に決定する。 

評価値 ＝  入札価格点 ＋ 提案評価点  

イ) 入札価格点は次の計算によって得られる値とする。 

入札価格点 ＝ 各社共通の係数 ✕ 最低入札価格 ／ 対象者の入札価格 

ロ) 提案評価点は提案書の各提案事項に応じて配点する値とする。 

④ 優先交渉事業者への決定通知 

優先交渉事業者への決定通知は、当院のホームページに公告することによって行う。 

(9) その他 

① 入札方法、入札無効の要件、契約手続き及びその他事項については次のとおりとする。 
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イ) 入札書の宛名は、社会福祉法人恩賜財団済生会湘南平塚病院 院長 武内典夫 ・社

会福祉法人恩賜財団済生会湘南苑 苑長 野﨑宏幸 宛とし、入札参加者または委任

状の提出を条件に代理人が入札する。 

ロ) 入札に不備または虚偽の記載があったときは無効とする。 

ハ) 入札参加者は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行

ってはならない。 

ニ) 入札前に談合情報があった場合は、入札を中止または延期する場合がある。また、入

札後に談合の事実が確認された場合には落札の取り消しまたは契約を解除する場合が

ある。上記理由により発生した損害については、損害賠償請求を行う場合がある。 

ホ) 次の各号に該当する時は、その者の入札を無効にする。 

a. 本件入札に参加する資格がない者が入札したとき。 

b. 本件入札に際して談合等の不正行為があったとき。 

c. 本件入札に際して流通ブローカー及びコンサルティング会社等へのキックバック

等の支払事実が判明したとき。 

d. 本件に入札品の納品に際して、不要な流通ディーラーの経由を要求するとき。 

e. 入札者が定刻までに入札書を投函しないとき。 

f. 金額を訂正した入札をしたとき。 

g. 記名、押印を欠く入札をしたとき。 

h. 誤字、脱字により、意思表示が不明瞭なとき。 

i. その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき。 

② 入札後の異議は一切認めない。 

③ 入札保証金及び契約保証金は免除する。 

以上 


