
 

公告                                                           

次のとおり総合評価一般競争入札に付します。                               

令和２年 11月 26 日 

長野県立こども病院長 中 村 友 彦  

１ 入札に付する事項 

(1) 調達をする物品等及び数量 

医用画像情報システム 一式 

(2) 物品等の特質 

入札説明書及び仕様書によります。 

(3) 納入期限 

令和３年９月 30日（木） 

(4) 納入場所 

安曇野市豊科 3100 

長野県立こども病院 

(5) 予定価格 

   231,000,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

(6) 入札方法 

  ア 価格その他の条件が発注者にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落

札者とする方式により行います。 

  イ 入札者は、入札説明書に定める提案書を、入札書とともに提出してください。 

  ウ 入札書に記載する金額は、価格の総額とします。なお、落札者の決定に当たって

は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額

（当該加算した金額に 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額）

をもって落札価格としますので、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、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入

札書に記載してください。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

次のいずれにも該当する者であることとします。 

(1) 地方独立行政法人長野県立病院機構契約事務規程（以下「契約事務規程」という。）

第４条第１項に定める当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で

復権を得ない者でないこと。 

(2) 契約事務規程第４条第３項及び第４項各号の規定により競争入札に参加させないと

された者でないこと。 

(3) 契約の履行に当たり、(2)に掲げる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者でないこと。 

(4) 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに



 

建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び

委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平

成 30年長野県告示第 588号）の「物件の買入れ」の等級がＡに区分されている者であ

ること。 

(5) 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成

23 年３月 25 日付け 22 管第 285 号）に基づく入札参加停止を受けている期間中の者で

ないこと。 

(6) 長野県暴力団排除条例（平成 23 年長野県条例第 21 号）第２条第２号に規定する暴

力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

(7) 調達をする物品等に関し、アフターサービス及びメンテナンス（保守及び管理）を

迅速に行う体制が整備されている者であること。 

３ 入札説明書及び仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所並びに問い合わせ先 

安曇野市豊科 3100（郵便番号 399－8288） 

長野県立こども病院 事務部医療情報管理課 

電話 0263（73）6700 

４ 入札手続等 

(1) 契約の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 

(2) 入札及び開札の日時及び場所 

  ア 日時 令和３年１月 14日（木） 午前 11時 

  イ 場所 長野県立こども病院 北棟２階会議室 

(3) 郵送による場合の入札書及び提案書の受領期限及び提出場所 

  ア  受領期限 令和３年１月 13日（水） 午後５時 

  イ 提出場所 上記３の場所 

(4) 対面審査（プレゼンテーション）の日時及び場所 

  ア 日時 令和３年１月 26日（火）から２月３日（水）までの期間の範囲内で発注者

が指定する日時 

  イ  場所 上記(2)のイの場所 

(5) 入札者に要求される事項 

この入札に参加を希望する者は、入札説明書に定めるところにより、令和２年 12月

24 日（木）午後５時までに上記３の場所に必要書類を提出し、入札参加資格の有無等

について確認を受けてください。この場合において、開札日の前日までの間に必要な

証明書等の照会があったときは、入札に参加を希望する者の負担において説明してく

ださい。 

(6) 入札保証金 

地方独立行政法人長野県立病院機構会計規程（以下「会計規程」という。）第 44条



 

第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、

契約事務規程第７条第２項各号に掲げる担保を提供した場合又は契約事務規程第８条

第１項各号に該当する場合は、納付する必要はありません。 

(7) 契約保証金 

会計規程第 45条第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してく

ださい。ただし、契約事務規程第７条第２項各号に掲げる担保を提供した場合又は契

約事務規程第 31 条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。 

(8) 入札の無効 

契約事務規程第 11条各号に該当する入札書は、無効とします。 

(9) 契約書作成の要否 

必要とします。 

(10) 落札者の決定方法 

ア 別記「長野県立こども病院医用画像情報システム調達落札者決定基準」により、

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者を対象に総合評価を行い、評価点

の合計が最も高い者を落札者として決定します。 

イ 評価点の合計が最も高い者が２者以上ある場合は、技術評価点の高い者を落札者

とし、技術評価点も同点のときには提案評価点の高い者を落札者とし、提案評価点

も同点のときは、これらの者にくじを引かせて落札者を決定します。この場合にお

いて、当該入札者のうち、くじ引きに出席しないもの又はくじを引かないものがあ

るときは、その者に代えて、入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札

者を決定するものとします。 

５ その他 

詳細は、入札説明書及び仕様書によります。 

６ Summary 

(1)   Nature and quantity of products to be procured: 

Picture Archiving and Communication Systems,1 set 

(2)   Delivery deadline: 

Thursday September 30, 2021 

(3)   Delivery location: 

Nagano Children's Hospital 

3100 Toyoshina, Azumino City, Nagano Prefecture 399-8288 Japan 

(4)   Contact information： 

Nagano Children's Hospital 

Management Department,Medical Information Management Division 

3100 Toyoshina, Azumino City, Nagano Prefecture 399-8288 Japan 

Tel: +81-263-73-6700 (Japanese only) 



 

(5)   Tender opening: 

Date and time: Thursday,January 14,2021,11:00 a.m.(JST) 

Location: Nagano Children's Hospital,North Building,2nd Floor, 

          Conference Room  

(6)   Mail-in submission: 

Deadline: Wednesday,January 13,2021,5:00 p.m. (JST) 

Mailing address: Nagano Children's Hospital  

Management Department 

Medical Information Management Division 

3100 Toyoshina, Azumino City, Nagano Prefecture  

399-8288 Japan 

 

別記 

長野県立こども病院医用画像情報システム調達落札者決定基準  

１ 趣旨 

地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立こども病院の医用画像情報システムの調 

達に係る審査及び評価方法等について定めるものである。 

２ 評価点の配点 

技術評価点 400点、提案評価点 300点、価格評価点 300点の合計 1,000 点を満点とし、 

評価項目毎の配点は以下のとおりとする。 

評価項目 技術評価点 提案評価点 価格評価点 

技術評価 要求仕様の充足度 400 － － 

提案評価 
提案書・プレゼンテーション

審査 
－ 300 － 

価格評価 
システムの導入費用 － － 200 

導入後 7年間の保守費用 － － 100 

合計 
400 300 300 

1,000 

３ その他 

  評価点の算定方法等詳細は、長野県立病院機構ホームページ（入札公告）に掲載して

います。 

  https://www.pref-nagano-hosp.jp/honbu/category/tender/ 


