
地独新小市病公示第 ３ 号 

平成２８年  ５月  ６日 

 

公   示 

 

 地方独立行政法人新小山市民病院における医療用医薬品の購入にあたり、指名型プ

ロポーザル方式により納入業者の選定を行うので、次のとおり企画提案書類の提出を

招請します。 

  

地方独立行政法人新小山市民病院 

理 事 長   島 田  和 幸       

                                             

   実 施 要 項 

１ 趣旨 

  本実施要領は、地方独立行政法人新小山市民病院が購入を行う「医療用医薬品」

について、プロポーザル参加者による企画提案競技により優れた納入業者を選定す

るために必要な手続き等について定めるものとする。 

 

２ 概要 

（１）調達件名 

医療用医薬品購入 

（２）購入物 

   資料①見積提出データ記載のとおり 

（３）納入場所 

   小山市大字神鳥谷２２５１番地１ 

   地方独立行政法人新小山市民病院 

（４）選定方法 

   指名型プロポーザル方式を採用し、応募者からの見積価格、企画提案書類、プ

レゼンテーションおよびヒアリングの内容を審査したうえで、納入業者を特定す

る。 

（５）契約期間 

   平成２８年１０月１日 から 平成３０年３月３１日 まで。 

   ただし、平成３０年４月１日から同年９月３０日までの間は次々期の事業者選

定期間とする予定であるので、上記期間（平成３０年度上半期）の医薬品の納入

は、本プロポーザルに於いて選定された企業によるものとする。 

                      ※H28.06.10 追記 



 

３ 事務局 

  〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷 2251 番地 1 

  地方独立行政法人新小山市民病院 

  事務部経理課 用度係  本田 

  TEL  0285-36-0289  内線 2809 

  FAX 0285-36-0300 

  E-Mail ma.honda@hospital.oyama.tochigi.jp 

 

４ 全体スケジュール 

公示日・指名通知日 平成２８年 ５月  ６日（金） FAX 及び PDF 送信 

参加申請書類提出締切日 平成２８年 ５月２０日（金） 持参に限る 

１次審査資料提出締切日 平成２８年 ６月 ６日（月） データ送信のみ 

１次審査結果通知日 受理後速やかに FAX 及び PDF 送信 

２次審査資料提出締切日 別途通知する 

７月上旬 

見積はデータ送信 

企画提案書は持参 

２次審査会 別途通知する 
７月上旬 

選定委員会が審査 

２次審査結果通知日 審査後速やかに FAX 及び PDF 送信 

３次審査資料提出締切日 別途通知する ７月下旬 

３次審査結果通知日 受理後速やかに  

契約締結 別途通知する ８月上旬 

納入開始日 平成２８年 １０月 １日（土）  

 

５ 参加資格要件 

  次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。 

（１） 地方独立行政法人新小山市民病院契約規程（平成２５年４月１日規程第５１

号。以下「契約規程」という。）第４条第１項に規定する者に該当していない者

及び同条第４項の規定に基づく栃木県及び小山市並びに栃木県内市町の指名停

止等の入札参加の制限を受けていない者であること。 

（２） 市町村税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てが

なされている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている

者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（４）本入札に参加する他の入札参加者との間に次に掲げる資本関係又は人的関係が

ない者であること。ただし、アにあっては、子会社（会社法第２条第３号の規定

mailto:ma.honda@hospital.oyama.tochigi.jp


による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項

に規定する更生会社（以下「更正会社」という。）又は民事再生法第２条第４項

に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除き、イ（ア）にあっては、会

社の一方が更正会社又は民事再生法第２条第４項に規定する再生手続が存続中

の会社である場合を除く。 

  ア 資本関係 

  （ア）親会社（会社法第２条第４項の規定による親会社をいう。以下同じ。）と

子会社の関係に有る場合 

  （イ）親会社を同じくする子会社同士の関係に有る場合 

  イ 人的関係 

  （ア）一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

  （イ）一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生

法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

（５）次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。 

  ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員

をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団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６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。 

  イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員が実質的に関与していると認められるとき。 

  ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な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、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められ

るとき。 

  エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など、直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与してい

ると認められるとき。 

  オ 役員等が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

と認められるとき。 

  カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのい

ずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められ

るとき。 

（６）今選定の趣旨および内容を熟知し、十分に理解した上で、企画提案に参加でき

る者であること。 

（７）平成２７・２８年度小山市物品購入等入札参加資格者名簿に登載されている者

であること。 

（８）医薬品の納入に必要な許可および免許等を有すること。 

（９）医薬品売買単価契約締結後から平成２８年９月末日までに本案件の目的を達成

するための準備を完了させ、平成２８年１０月１日より指定する医薬品の納入を



開始できる者であること。 

   なお、確実な履行の見込がないと認められるときは、契約を解除することがあ

る。 

 

６ 参加申込み 

  プロポーザル参加申請者は、指名通知（様式第１号）を受けた後、参加を希望さ

れる場合は、次の通り参加申請書等を提出してください。なお、期間内に申請書の

提出がない場合は、プロポーザルに参加することができません。 

（１） 申請書類の入手方法 

    地方独立行政法人新小山市民病院ホームページ（http://www.hospital-oyama.jp/） 

内の「入札情報」からダウンロードすること。 

（２） 提出書類 

ア  参加申請書（様式第２号） 

イ 小山市物品購入等入札参加資格者名簿（平成２７・２８年度）に登載が為

されていることが判る資料の写し 

イを提出することが出来ない者は、上記アの書類に加えて下記の書類も提

出すること。 

① 国税及び地方税の納税証明書（コピー可。直前１年分） 

  ⅰ 国税の未納がない証明書 

    法人税、消費税：様式その３の３ 

  ⅱ 地方税の納税証明書（または未納のない証明書） 

    市町村民税（東京２３区は法人都民税） 

    ※本店で参加申請をする場合は、本店所在地の納税証明、支店･営業所

等で参加申請をする場合は、支店･営業所所在地の納税証明 

 ② 登記事項証明書 

（コピー可。申請日基準で発行日より３カ月以内のもの） 

 ③ 印鑑証明書 

  （コピー可。申請日基準で発行日より３カ月以内のもの） 

 ④ 誓約書（様式第４号） 

  （登記上の商号及び代表者の役職名･氏名を記入ください） 

 ⑤ 委任状（様式第５号） 

 （本社から支店･営業所等へ入札、契約等の権限を委任する場合にのみ提出

すること） 

⑥ 使用印鑑届（様式第６号） 

     （支店長･営業所長等で申請する場合、及び契約･請求等において実印をし

ない場合に提出すること。） 

       ⑦ 会社概要書（パンフレット可） 

    ⑧ 財務諸表（直近決算時のもの） 

http://www.hospital-oyama.jp/


    ⑨  営業に際しての許認可等の写し。 

               ※H28.05.11 ①～⑨を追加。 

 

（３） 提出期間  

公示日（指名通知日）から平成２８年 ５月 ２０日（金）午後５時まで 

（土曜日、日曜日及び休日を除く、毎日午前９時から午後５時まで） 

（４） 提出場所 

 ３．に記載する場所と同じ。 

（５） 提出方法 

持参。 

 

９ １次審査の概要 

全体値引率（加重平均値）上位３者を選定する。 

   

１０ １次審査提出資料 

（１）提出期限 

   平成２８年 ６月 ６日（月）午後５時まで 

（２）提出書類 

   資料①見積提出データ 

（３）提出方法 

   ３．宛の電子データ送信による 

（４）その他 

   提出された見積提出データは評価資料とするが、本プロポーザルに係る契約金

額算定上の根拠となるものではない。 

    

１１ １次審査の結果 

   １次審査の結果は、審査後速やかに全参加者へ FAX および電子メールにより

通知する。 

  

１２ ２次審査の概要 

   見積価格、企画提案書類、プレゼンテーションおよびヒアリングによる審査を

実施し、複数者を選定する。 

    

１３ ２次審査提出資料および２次審査会実施日 

   １次審査通過者に別途通知する。 

  

１４ ２次審査の結果 

   審査後速やかに FAX 及び E-Mail により提案者へ通知する。 



 

１５ ３次審査の概要 

   ２次審査通過者に別途通知する。 

 

１６ ３次審査提出資料 

   ２次審査通過者に別途通知する。 

 

１７ ３次審査の結果 

審査後速やかに FAX 及び E-Mail により提案者へ通知する。 

 

１８ 質問及び質問に対する回答 

   質問をしようとする者は、必ず質問書（様式第３号）を次により提出すること。 

（１）受付期間 

    随時 

（２）提出先 

   ３と同じ。 

（３）提出方法 

   電子メールへの添付による。 

（４）回答方法 

   随時、当院ホームページ上で行う。 

 

１９ 補足 

（１）見積依頼品目のすべてに対し、価格を提示すること。 

   ただし、後発品製造販売メーカーについてはこの限りでない。 

（２）切替え提案が有る場合は、包装単位、薬価、効能、効果、一般名が同一で有り、

かつ安定供給が為されるものに限り、「様式任意による別途資料」によって提示

すること。 

（３）（２）の切替えが実現された場合、当院に於ける分包設備の都合上、平成２８

年１０月１日の納入開始に間に合わない場合がある。その場合、準備が整うまで

の間、切替え前の製品についてのみ現行契約業者による納入を認める。 

（４）現行納入業者は、平成２８年度上半期に於ける選定期間中は平成２７年度下半

期に妥結した価格にて納入を行い、交渉期間中に於ける最終の提示価格にて精算

をすること。 

（５）平成２８年１０月１日の納入開始以降、半期毎に価格交渉を行う。 

（６）最も優秀な提案をした１社を選定する前提ではあるが、交渉経過の状況によっ

て、また、後発品製造販売メーカーの見積価格の状況により、最終的な納入業者

数は現時点では未定であり、その決はプロポーザル選定委員会が判断する。 

 



２０ その他 

（１）本件に関して作成する書類等において使用する言語は日本語、通貨は日本国通

貨とする。 

（２）必要な資格を有しない者及び企画提案書の提出に関する条件に違反した者が提

出した企画提案書は無効とする。 

（３）参加申請書類の提出及び企画提案書の作成、提出及びプレゼンテーションに要

する費用は、提案者の負担とする。 

（４）提出された参加申請書類及び企画提案書等は返却しない。 

（５）参加申請書類及び企画提案書は提出期間後においては、差替え、再提出ができ

ない。参加申請書類及び企画提案書に虚偽の記載等の不正の行為があった場合は、

失格等の措置を講ずることがある。 

（６）提出された参加申請書類及び企画提案書に係る内容は、受託候補者選定の目的

以外に提案者に無断で使用しない。 

（７）本プロポーザルに参加しようとする者は、本件に関して、本プロポーザル事務

局及び当院医療従事者に直接、間接を問わず、自らを有利に、又は他者を不利に

するように働きかけることを禁ずるものとし、この禁止事項に抵触したと認めら

れる場合は、参加資格を失うことがある。 

 

 


