
入  札  告  示 

                       札幌市病院局告示第１２６号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用を受ける調

達契約に係る一般競争入札に付すので、下記のとおり告示する。 

平成 25年 12月 20日 

                         札幌市病院事業管理者 

                         病院局長 富樫 正樹 

記 

１ 契約担当部局  

〒060-8604 札幌市中央区北 11条西 13丁目 1－1  

札幌市病院局経営管理室経営管理部経営企画課用度係 電話 011‐726‐2211 

２ 入札に付する事項 

(1) 調達をする役務の名称及び数量 

市立札幌病院建物総合管理業務  一式 

(2) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 

(3) 履行期間 平成 26年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで 

(4) 履行場所 札幌市中央区北 11条西 13丁目 1－1 

  市立札幌病院本院(外周含む)、看護師宿舎・保育園、感染症病棟、精神医療セン

ター 

(5) 入札方法 

上記(3)の履行期間に係る総価で行う。なお、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５％に相当する額を加算した金額（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るものとする。）をもって落札金

額とするので、入札者は、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の 105分の 100に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

３ 競争参加資格 

別添「市立札幌病院建物総合管理業務単体企業競争参加資格要件」を満たし、競争

参加資格確認においてその資格があると認められた「単体企業」、又は、札幌市病院

局建物総合管理業務特定共同企業体取扱要綱(平成 21 年 9 月 29 日管理者決裁、附則



平成 25 年 11 月 27 日)に規定する特定共同企業体の要件を満たし、競争参加資格確認

においてその資格があると認められた「特定共同企業体」。 

４ 入札書の提出場所等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所 

    上記１に同じ 

(2) 入札説明書及び入札参加申請書の交付場所並びに仕様書に関する問い合わせ先 

   札幌市病院局経営管理室経営管理部総務課機械担当 電話 011‐726‐2211 

 (3) 入札参加申請書及び添付書類(競争参加資格確認のための書類（３に掲げる要件

に係る証明書等）)の受領期限 

平成２６年２月１７日（月）１７時００分（送付の場合は必着のこと。） 

(4)  入札参加資格確認通知書及び入札通知書の交付 

平成２６年２月２１日（金）９時００分から１７時００分（直接受理すること。） 

(5) 入札及び開札の日時及び場所 

平成２６年２月２７日（木）１０時３０分 市立札幌病院本院 

５ 入札手続等  

(1) 契約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。 

(2) 入札保証金 

免除 

 (3) 契約保証金 

   要 

(4) 入札者に要求される事項  

この入札は、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167 条の 5の 2の規定 

(ただし､所在地に関する資格を除く。)による一般競争入札であるので、入札の参

加を希望する者は、封印した入札書の他に、次に掲げる書類を添付して、入札書の

受領期限までに上記１の場所へ提出しなければならない(送付の場合は必着のこ

と) 。また、入札者は、平成２６年２月２０日（木）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、それに応じなければならない。 

ア 入札参加申請書 

イ 添付書類(競争参加資格確認のための書類) 



上記３に掲げる要件に係る証明書等 

 (5) 入札参加資格確認結果の通知 

提出書類の受領後、競争参加資格の確認を行い、その結果を入札参加資格確認通

知書により通知する。 

平成２６年２月２１日（金）９時００分から１７時００分（直接受理すること。） 

(6) 入札の無効  

本告示に示した競争参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した

者のした入札その他札幌市病院局契約規程(平成 18 年病院局規程第 32 号)第 11 条

各号の一に該当する入札は無効とする。 

(7) 契約書作成の要否  

要 

(8) 落札者の決定方法  

札幌市病院局契約規程第７条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲 

内で最低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、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本役務に係る 

契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者

と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し

く不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効

な入札を行った他の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする

ことがある。 

(9) 詳細は入札説明書による。 

６ Summary 

（1） Nature and the quantity of the service to be procured: 

Facility management service for the Sapporo General Hospital, １set 

(2)  The closing date and time for tender and the submission of application forms 

and attached documents for the qualification confirmation : 17:00 on February 

 17 (Mon), 2014 

(3) Contact point for the notice: Management & Planning Section, Management 

Department, Management Office, Hospital Bureau, Sapporo Municipal Government, 

Kita 11-jo Nishi 13-chome1-1, Chuo-ku, Sapporo 060-8604, Japan. TEL 



011-726-2211 FAX 011-726-7912 

別紙 市立札幌病院建物総合管理業務単体企業競争参加資格要件 

 

１ 資格要件 

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

あること。 

(2) 札幌市病院局競争入札参加停止等措置要領(平成 18年 4月 1 日管理者決裁)の規 

定に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこと。 

(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による更正手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法(平成 11年法律第 225 号)による再生手続開始の申立てがなさ

れている者(手続開始の決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でない

こと。 

(4)  ファシリティマネジメント資格制度協議会が認めるファシリティマネージャー

又はこれと同等以上の資格者を有し、当該資格者による本役務の統括管理並びに施

設管理支援システム(CAFM)による施設情報の集約及び一元化管理を実施できるこ

と。なおファシリティマネージャーとしての実務実績を 2年以上有すること。 

（5）電気工事士及び電気主任技術者(3種)を 1名以上常駐させること。 

(6) 次の２～５に掲げる要件を全て満たす単体企業であること。 

２ ｢建物清掃業｣としての要件 

(1) ｢平成 25･26 年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品･役務）｣において、業種

が大分類「一般サービス業」中分類「建物清掃業」のＡの等級に登録されている者

であること。 

なお、当該名簿に登載されていない者でこの入札に参加しようとするものは、速

やかに、札幌市財政局契約管理課に資格審査申請を行う必要がある。 

(2) 平成 23･24･25 年度の３ヵ年に札幌市から一般競争入札において庁舎等清掃業務 

の受託実績がある場合、業務改善命令等を受けていないこと。 

(3)  平成 23･24･25 年度の 3 ヵ年の間に一契約（年間契約）あたり清掃対象面積が

23,000ｍ2 以上及び病院 300 床以上の病院清掃業務実績(2 年以上)を有し、かつ、

その全てにおいて業務改善命令等をうけていないこと。ただし、同一病院に係る業

務について、同一年度において複数の契約（年間契約）実績がある場合は、その合



算した面積が 23,000m2 以上となる場合も可とする。 

(4) 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第 9 条の 15 に規定する基準及び本

役務の仕様書に適合する受託体制を確保できる者であること。 

(5) 配置を予定する業務責任者は、上記２(3)に定める規模と同等以上の面積を有す

る病院で、2年以上の病院清掃受託責任者又は病院清掃副受託責任者としての良好

な履行実績を有していること。 

(6) 財団法人医療関連サービス振興会が認める院内清掃業務関係の医療関連サービ

スマークの認定を受けていること。 

(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45年法律第 20号)第１２条 

の２に定める、「建築物における清掃を行う事業」の登録をしていること。 

(8) 社団法人全国ビルメンテナンス協会が認める建築物清掃管理評価資格者（１級又

は２級）又はこれと同等の資格者を有していること。 

３ ｢建物設備等保守管理業｣としての要件 

(1) ｢平成 25･26年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品･役務）｣において、業種

が大分類「一般サービス業」中分類「建物設備等保守管理業」に登録されている者 

であること。 

なお、当該名簿に登載されていない者でこの入札に参加しようとするものは、速 

やかに資格審査申請を行う必要がある。 

(2) 下記の要件を満たす者であること 

 平成 23・24・25年度の 3ヵ年の間に一契約（年間契約）あたり業務対象面積が

23,000m2以上及び病院 300床以上の病院建物設備等保守管理業務の元請としての

施設管理実績(2 年以上)を有し、かつ、その全てにおいて業務改善命令等をうけ

ていないこと。ただし、同一病院に係る業務について、同一年度において複数の

契約（年間契約）実績がある場合は、その合算した面積が 23,000m2 以上となる場

合も可とする。 

(3) 本役務の仕様書に適合する受託体制を確保できる者であること。 

(4) 配置を予定する業務責任者は、上記３(2)に定める規模と同等以上の面積及び病

床を有する病院または公共施設で、2 年以上の業務責任者又は業務副責任者として

の良好な履行実績を有していること。 

(5)  エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54年法律第 49号）で定めるエネ



ルギー管理士を有していること。エネルギー管理士は毎月定期報告を行うことがで

きる者とする。 

(6) ＣＡＦＭ専任担当者（ＣＡＦＭ運用による建物管理履行実績 2年以上）を常駐さ

せること。 

（7） 病院管理実績が 2年以上の修繕担当専任者（管工事施工管理技士）を 1名以上常

駐させること。  

４ ｢警備業｣としての要件 

「平成 25・26 年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品･役務）」において、業種

が大分類「一般サービス業」中分類「警備業」のＡの等級に登録されており、かつ、

小分類「常駐(巡回)警備業」及び小分類「駐車場整理業」の両方に登録されている者

であること。 

なお、当該名簿に登載されていない者でこの入札に参加しようとする者は、速やか 

に資格審査申請を行う必要がある。 

 警備業務責任者は警備業の要件を満たす構成員である必要がある。 

５ ｢設計・監理業｣としての要件 

「平成 25・26 年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品･役務）」において、業種

が大分類「建設関連サービス業」中分類「建築設計・監理業」及び「設備設計・監理

業」の両方に登録されている者であること。 

なお、当該名簿に登載されていない者でこの入札に参加しようとする者は、速やか

に資格審査申請を行う必要がある。 

(1) 一級建築士事務所において病院の設備設計・監理業務の実績があること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

札幌市病院局建物総合管理業務特定共同企業体取扱要綱 

 

                     平成２１年 ９月２９日管理者決裁 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条  この要綱は、別に定めがあるものを除き、札幌市病院局発注の「市立札幌病院

建物総合管理業務｣（以下「建物総合管理業務」という。）の確実かつ円滑な履行を図

るために結成される共同企業体の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条  この要綱において「特定共同企業体」とは、建物総合管理業務の履行を目的と

して結成される共同企業体をいう。 

（履行方式） 

第３条  特定共同企業体により行う建物総合管理業務の履行は、当該特定共同企業体の

各構成員があらかじめ定めた出資の割合に応じて、資金、人員、機械等を拠出し、構

成員全員で組織する運営委員会の指揮の下に一体となって当該業務の完成に当たる共

同履行方式によるものとする。 

 

第２章 特定共同企業体 

（対象業務） 

第４条  特定共同企業体により履行することができる業務は、建物総合管理業務とする。 

（構成員数） 

第５条  構成員の数は、２社以上６社以内とする。 

（構成員となるべき者の組合せ及び要件） 

第６条  特定企業体の構成員の組合せは、次の各号に掲げる要件を満たす、建物清掃業、

建物設備等保守管理業、警備業、設計・監理業の構成員を含まなければならない。各

号の業種要件を複数満たす場合は１社で複数の業種要件を満たす構成員として参加で

きる。また、特定共同企業体の中には、ファシリティマネジメント資格制度協議会が

認定したファシリティマネージャー又はこれと同等以上の資格を有する者が最低 1名



いることとし、当該資格者は、建物総合管理業務の統括管理並びに施設管理支援シス

テム(CAFM）による施設情報の集約及び一元化管理を実施できる者とする。なお、ファ

シリティマネージャーとしての実務実績を２年以上有すること。 

  また、電気工事士及び電気主任技術者（3種）を１名以上常駐させること。 

(1) 建物清掃業の要件 

    次のア～クに掲げる要件をすべて満たす建物清掃業者を１社以上２社以内。ただ

し、建物清掃業者の２社構成の場合は、下記ウの中の「23,000 ㎡以上」を「それ

ぞれ 18,000㎡以上」に読みかえるものとする。 

ア 「平成25・26年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品･役務）」において、業

種が大分類「一般サービス業」中分類「建物清掃業」のＡの等級に登録されてい

る者であること。    

なお、当該名簿に登載されていない者で建物総合管理業務の入札に参加しよう

とする者は、速やかに、札幌市財政局契約管理課に資格審査申請を行う必要があ

る。 

イ  平成23･24･25年度の３ヵ年に札幌市から一般競争入札において庁舎等清掃業

務の受託実績がある場合、業務改善命令等を受けていないこと。 

ウ 平成23･24･25年度の３ヵ年の間に一契約（年間契約）あたり清掃対象面積が

23,000㎡以上及び病院300床以上の病院清掃業務実績(2年以上)を有し、かつ、そ

の全てにおいて業務改善命令等を受けていないこと。ただし、同一病院に係る業

務について、同一年度において複数の契約（年間契約）実績がある場合は、その

合算した面積が23,000㎡以上となる場合も可とする。 

エ  医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第９条の15に規定する基準及び建物

総合管理業務の仕様書に適合する受託体制を確保できる者であること。 

オ 配置を予定する病院清掃受託責任者は、上記ウに定める規模と同等以上の面積

を有する病院で、２年以上の病院清掃受託責任者又は病院清掃副受託責任者とし

ての良好な履行実績を有していること。 

カ  財団法人医療関連サービス振興会が認める院内清掃業務関係の医療関連サービ



スマークの認定を受けていること。 

キ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の

２に定める、「建築物における清掃を行う事業」の登録をしていること。 

ク 社団法人全国ビルメンテナンス協会が認める建築物清掃管理評価資格者（１級

又は 2級）又はこれと同額以上の資格者を有していること。 

(2) 建物設備等保守管理業の要件 

    次のア～キに掲げる要件をすべて満たす建物設備等保守管理業者を１社以上２

社以内。 

ただし、建物設備等保守管理業の２社構成の場合は、下記イの中の「23,000

㎡以上」を「それぞれ 18,000㎡以上」に読みかえるものとする。 

ア 「平成25・26年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品･役務）」において、

業種が大分類「一般サービス業」中分類「建物設備等保守管理業」に登録されて

いる者であること。 

なお、当該名簿に登載されていない者で建物総合管理業務の入札に参加しよ

うとする者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。 

イ 下記の要件を満たす者であること。 

  平成23・24・25年度の3ヵ年の間に一契約（年間契約）あたり業務対象面積が、

23,000㎡以上及び病院300床以上の病院建物設備等保守管理業務の元請としての

施設管理実績(2年以上)を有し、かつ、その全てにおいて業務改善命令等を受け

ていないこと。ただし、同一病院に係る業務について、同一年度において複数の

契約（年間契約）実績がある場合は、その合算した面積が23,000㎡以上となる場

合も可とする。 

ウ 建物総合管理業務の仕様書に適合する受託体制を確保できる者であること。 

エ 配置を予定する業務責任者は、上記(2)イに定める規模と同等以上の面積及び病

床を有する病院又は公共施設で、2年以上の当該業務責任者又は当該業務副責任者

としての良好な履行実績を有していること。 



オ エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）で定めるエネ

ルギー管理士を有していること。エネルギー管理士は、毎月定期報告を行うこと

ができる者とする。 

カ ＣＡＦＭ専任担当者（ＣＡＦＭ運用による建物管理履行実績が2年以上）を常駐

させること。 

キ 病院管理実績が2年以上の修繕担当専任者（管工事施工管理技士）を１名以上常

駐させること。 

 (3) 警備業の要件 

「平成 25・26 年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品･役務）」において、業

種が大分類「一般サービス業」中分類「警備業」のＡの等級に登録されており、か

つ、小分類「常駐（巡回）警備業」及び小分類「駐車場整理業」の両方に登録され

ている者であること。 

なお、当該名簿に登載されていない者で建物総合管理業務の入札に参加しようと

する者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。警備業務責任者は、警備業の

要件を満たす構成員である必要がある。 

(4) 設計・監理業の要件 

「平成 25・26 年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品･役務）」において、業

種が大分類「建設関連サービス業」中分類「建築設計・監理業」及び「設備設計・

監理業」の両方に登録されている者であること。 

なお、当該名簿に登載されていない者で建物総合管理業務の入札に参加しようと

する者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。 

また、１級建築士事務所において、病院の設備設計・監理業務の実績があること。 

２ 特定共同企業体は、前項各号に掲げる要件の他、すべての構成員が、次の各号の要

件を満たしていなければならない。 

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

あること。 

(2) 建物総合管理業務の入札参加申請時において、札幌市病院局競争入札参加停止等

措置 

要領(平成 18年 4月 1日管理者決裁)の規定に基づく参加停止の措置を受けている



期間中でないこと。 

(3) 建物総合管理業務の入札参加申請時において、会社更生法(平成 14年法律第 154

号) による更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法

律第 225 号)による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後の

者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

(4) 単体企業として、建物総合管理業務の入札参加申請を行っていないこと。 

（結成方法） 

第７条  特定共同企業体は、札幌市競争入札参加資格を有する者の任意の組合せにより

結成されなければならない。 

２  事業協同組合等の組合の特定共同企業体結成については、組合自体を単体企業とみ

なし、単体企業と同様に取り扱うものとする。ただし、組合と当該組合の組合員との

組合せによる特定共同企業体を結成することは認めない。 

３ 建物総合管理業務の入札参加申請を行う特定共同企業体の構成員は、同じく当該業

務に入札参加申請を行う他の特定共同企業体の構成員になることはできない。 

４  特定共同企業体の協定書は、別表に定めるところによる。 

５ 代表者は、構成員において決定された者とする。この場合、代表者は、円滑な共同

履行を確保するため中心的な役割を担うのにふさわしい者とする。 

（構成員の出資の割合） 

第８条  特定共同企業体の各構成員の出資の割合は、均等割の 10 分の６以上でなけれ

ばならない。この場合において、代表者の出資の割合は、他の構成員の出資の割合を

下回ってはならない。 

（存続期間） 

第９条  建物総合管理業務の契約の相手方となった特定共同企業体の存続期間は、当該

業務の請負及び委託契約の履行後３か月を経過するときまでとする。 

２ 前項の特定共同企業体の存続期間中における構成員の変更は認めない。ただし、構

成員全員の同意があり、かつ、管理者が正当な理由があると認めたときは、この限り

でない。 

３  建物総合管理業務の契約の相手方とならなかった特定共同企業体の存続期間は、当

該業務に係る委託契約が締結されたときまでとする。 

 



第３章 雑 則 

（委任） 

第 10条  この要綱の実施に関し必要な事項は、経営管理部長が定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年 ９月２９日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年１１月２７日から施行する。 

 

 

 

 

※（別表は、説明書に掲載） 


