
一般競争入札（総合評価方式）に関する公告 
 

次のとおり一般競争入札に付します。 
令和元年 12 月 2 日（月曜日） 

 
                            社会福祉法人恩賜

財団済生会支部福岡県済生会 
                            支部長  金 納 文 彦 

 
1. 競争入札に付する事項 
（１）入札対象業務 
   福岡県済生会八幡総合病院清掃業務委託  

※詳細は別添「仕様書」を確認。 
（２）契約期間 

  令和 2 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで（3 年間） 
（３） 履行場所 

   社会福祉法人 恩賜

財団
済生会支部福岡県済生会八幡総合病院の指定する場所 

（４）入札方法 
   一般競争入札（総合評価方式） 

 
2. 参加者資格について 
  入札に参加できるのは、以下の条件を全て満たす者とします。 
（１）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一規格）において、開札までに「役務の提供等その他」の

A,B,C 又は D の等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 
（２）福岡県内に登記上の本店又は支店を有する法人であること。 
（３）過去 5 年（平成 26 年 12 月～令和元年 11 月）の間に、病床数 250 床以上の 2 つ以上の医療

機関との間で同種の契約を 2 年以上行った実績があること。 
 （４）直近 3 年以内に他施設において指名停止等の処分を受けていないこと。 
（５）次に揚げる競争入札に参加することができない者に該当しないこと。 

   ① 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 
   ② 次の各号のいずれかに該当する事実があった後 2 年を経過しない者 
   ア 契約の履行にあたり、不正の行為をした者 
   イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連

合した者 
   ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 
   エ 監督又は検査の実施にあたり、職員もしくは職員が委任した者の職務の執行を妨げた者 



   オ 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者 
   カ 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 
   キ 前各号のいずれかに該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行にあたり

代理人、支配人その他の使用人として使用した者 
   ③次の各号のいずれかに該当する者 
   ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場

合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営

に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が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「暴力団対策法」という。）第 2 条第 6 号に規定する

暴力団員（以下「暴力団員」という。）と認められる者 
   イ 暴力団（暴力団対策法第 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

が経営に実質的に関与していると認められる者 
   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で、又は第三者に損害を与

える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者 
   エ 役員等が、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 

若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 
   オ 役員等が、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するなどしてい

ると認められる者 
   カ 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

者 
  ④上記①、②、③のいずれかに該当する者を入札代理人として使用する者 
 
3. 入札手続き等 
（１）担当部署 
   ①所在地 ：〒805-0050 福岡県北九州市八幡東区春の町五丁目 9 番 27 号 
   ②施設名 ：社会福祉法人

恩賜

財団済生会支部福岡県済生会八幡総合病院 
   ③担当部署：管財課  日高、竹下 
            TEL： 093-662-5211   FAX： 093-671-2338  
            E-mail： hidaka@yahata.saiseikai.or.jp 
（２）入札説明書の交付期間及び交付場所 
   ①期 間 ：令和元年 12 月 2 日（月）から同月 13 日（金）の 9 時から 17 時 

（土曜、日曜を除く） 
   ②場 所 ：３（１）に同じ。 
（３）一般競争入札参加資格申請書の提出期間 
   ①期 間 ：令和元年 12 月 2 日（月）から同月 16 日（月）までの 9 時から 17 時まで 

（土曜、日曜を除く） 



   ②場 所 ：３（１）に同じ。 
   ③提出方法：上記期間に、上記場所に持参。 
（４）入札参加資格審査の結果 
   令和元年 12 月 18 日（水）までに入札参加資格の有無を電子メール又は郵送にて通知。 
（５）提案書の提出 
   ①期 間 ：令和元年 12 月 2 日（月）から同月 19 日（木）までの 9 時から 17 時まで 

（土曜、日曜を除く） 
   ②場 所 ：３（１）に同じ。 
   ②提出方法：上記期間に、上記場所に持参。 
（６）プレゼンテーションの日時及び場所 
   ①日 時 ：令和元年 12 月 23 日（月） 13 時 30 分 
   ②場 所 ：済生会八幡総合病院 東棟 9 階第 2 会議室 
   ③方 法 ：詳細は入札説明書による。 
（７）入札の日時及び場所 
   ①日 時 ：令和元年 12 月 26 日（木） 10 時 
   ②場 所 ：済生会八幡総合病院 東棟 9 階第 2 会議室 
   ③方 法 ：詳細は入札説明書による。 
          入札書は持参に限る。（郵送、電子メールによる提出は認めない。） 

※入札書には総額の委託料を記入する。 
※入札書に記入する金額は、消費税等を含まない金額とする。 

           ※入札に参加できる者は、申請者又は委任状に記された代理人に限る。 
    
4. その他 
（１）入札の無効 

    本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者 
の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（２）落札者の決定方法 
    予定価格の制限の範囲内で、総合評価の方法〔会社全体（経営方針、実績、その他）および 
    提案書の評価点数を算出し、その点数を入札価格で除したものを評価値とする。〕により、そ 
    の評価値が最も高い者を落札者とする。 
（３）契約書作成の要否・・・ 要 

以上                        
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清掃業務仕様書 
 

済生会八幡総合病院 
 
1. 勤務時間 
    清掃業務       7 時 00 分～16 時 00 分 （交代制） 
    塵芥処理業務（平日） 7 時 00 分～17 時 30 分 （交代制） 

（日祝日）8 時 00 分～16 時 00 分  
2. 休日 
    清掃業務は日祝日とする。年末年始は相互打ち合わせの上決定。 
3. 作業仕様（日常清掃）                                                               No.1 

作業箇所 回数 作業内容 

玄関、ホール 2/日 
1. 箒及び科学処理モップを用いて床の除塵 

2. 床面の汚れ、水又は除菌、殺菌剤入りの洗剤でモップ掃き 

3. 紙屑入れの内容物搬出処理 

4. マット除塵、カーペット床は真空掃除機にて吸塵 

5. 出入口ドアの硝子、金属部分清拭 

6. 什器、備品、手摺り、巾木等清掃 

7. 出入口周辺清掃 

8. 鏡面を清拭、洗面所洗剤 60～80 倍にて洗浄 

  （除菌剤入り洗剤） 

9. 衛生陶器 60～80 倍にて洗浄 

10. 石鹸水、ペーパー補充 

11. 様式便座の除菌液補充（外来毎日・病棟週 1 回）141 個 

12. HCU の指定殺菌剤で床面清拭 

  （専用資材仕様） 

外来ロビー、廊下 2/日 

エレベータ 2/日 

トイレ 2/日 

HCU 2/日 

正面玄関外廻り 巡回 

外周 2/日 

 
 



作業仕様（日常清掃）                                                               No.2 

作業箇所 回数 作業内容 

院長室 1/週  1. 紙屑入れの搬出処理 

 2. ダスタークロスにて除塵及び真空掃除機にて除塵 

 3. 床面の汚れ除菌、殺菌剤入りの洗剤にてモップ拭き 

（色分け） 

 4. 卓上清掃（講義室、会議室） 

 5. 黒板拭き（講義室、会議室） 

 6. 浴室洗浄（浴室内カーテン清拭） 

 7. 備品、桟、手摺り清拭 

 8. カーペット真空掃除機にて吸塵 

 9. 線香等常備チェック 

10. 指定の白衣着用後清掃（モップ色分け） 

11. ステンレス流し台洗剤にて清掃 

12. 師長指示にてマスク着用後清掃 

13. 師長指示にて清掃用具一式別途使用 

  （師長提供殺菌剤使用） 

14. 出入り口ドアの硝子、金属部分清拭 

15. 手術部は指定の殺菌剤で床面清拭 

（専用資材仕様） 

 

副院長室 1/週 
医局 1/週 
医師当直室 1/週 
講義室 1/週 
会議室 1/週 
看護部長室 1/週 
師長室 1/週 
セミナー室 1/週 
男子休憩室 1/週 
女子休憩室 1/週 
リハビリテーション 1/日 
霊安室 1/日 
人工腎臓透析室 1/日 
成人病検診室 1/週 
健康管理課 1/週 
手術室 1/日 
家族控室 1/日 
屋上 1/週 
図書室 1/週 
廊下、階段 1/日 
湯沸室 1/日 
浴室 1/日 
脱衣室 1/日 
病棟 EV ホール 1/日 
ディルーム 1/日 
病室 1/日 
ナースステーション 1/日 
当直室 1/週 
医療相談室 1/日 
総合処置室 1/日 

厨房内事務室 1/日 

カルテ庫 2/週 

 



作業仕様（日常清掃）                                                               No.3 

作業箇所 回数 作業内容 

外来診療室 1/週 1. 箒、ダスタークロスにて除塵 

 2. 床面の汚れ除菌、殺菌剤入りの洗剤にてモップ拭き 薬局 1/週 

サプライ 1/週 

薬品庫 1/週 

透析機械室 1/週 

心電図室 1/週 

CT 室 1/週 

MR・RI 1/週 

レントゲン室 1/週 

特別浴室 1/週 

結石治療室 1/週 

病歴室 1/週 

中央検査室 2/月 

医事課 2/月 

バルコニー 1/週 

CAPD 3/週 

事務棟（共用部） 1/日 

事務棟（事務室） 1/週 

ひまわり 1/週 

厨房内休憩室 1/週 

B1 中央監視室 1/週 

立体駐車場 3/週 

東西 3 階 東 10 階 屋上 1/週  1/日 ごみ収集（屋上） 

院内塵芥処理 2/日  1. 瓶類、空缶、紙屑箱、紙屑類、整理区分集積所に保管 

 2. 感染症類、注射針等指定場所に保管 給食残飯処理 4/日 

 
 
 
 
 
 



作業仕様（定期清掃）                                           No.4 

作業箇所 回数 作業内容 

事務棟 1/年  1. 箒及びダスタークロスを用いて除塵 
 2. 専用洗剤 60～80 倍希釈し床面塗布 
 3. ポリッシャー操作洗浄 
 4. スクイジー操作洗浄（汚水除去） 
 5. モップによる水拭き 
 6. 床面乾燥 
 7. 床面維持剤（樹脂ワックス）塗布 
 8. 床乾燥 
 9. 床面の状況により部分剥離洗浄作業実施 
10. 手摺、桟、巾木等の除塵及び清掃 
11. 低所壁面の清拭作業 
12. 磁器タイル、専用洗剤の 60～80 倍希釈塗布 
13. ポリッシャー操作洗浄後吸水機で汚水とり後、モップで 

水拭き 
14. 磁器タイル面を乾燥バスタオルにて水除去 
15. 通行量の多い箇所床面は汚れ目立つため通行誘導実施 
16. 床面の微傷保護、光沢維持のためドライバフ作業 
17. 手術室、HCU、透析室等の定期清掃資機材消毒液にて 

清拭、作業箇所に搬入 
18. ハンドパットにて段ごと汚れ除去後水拭き樹脂ワックスを

塗布 
19. 病棟・病室は湿式とドライ方式を併用で作業 
  （スポット清掃） 
20. 各階ごみポリ容器を洗浄殺菌消毒（年 2 回） 

病歴 1/年 

病棟廊下・ホール 2/年 

病室 2/年 

事務部門（医事課） 1/年 

中央検査室 2/年 

レントゲン室 2/年 

医局 2/年 

手術室 2/年 

HCU 2/年 

玄関ホール 1/月 

ロビー 6/年 

外来診療部門 2/年 

サプライ（滅菌） 2/年 

薬局 2/年 

トイレ 1/月 

階段 2/年 

立体駐車場 1/年 

救急医療センター 2/年 

硝子 2/年  1. 安全ベルト使用 補助 

カーペット 要請日  1. カーペットシャンプー液を希釈、ポリッシャー操作洗浄 
 2. 綿パットをポリッシャーに装着し汚れ除去作業 
  （専用洗剤スプレーする） 

特別浴室 1/月  1. 連絡指示により磁器タイル専用洗剤にてポリッシャー操作

洗浄 解剖室 要請日 

更衣室 2/年  1. 出入の減少時間を利用、ロッカー上部除塵 
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