
平成 31年 1月 8日 

入札公告 

 

国家公務員共済組合連合会 

立川病院契約担当者 

 

 

 

下記調達案件について、別添のとおり一般競争入札に付します。 

 

 

 

記 

 

 

１  駐車場清掃業務委託 

２  歩行者誘導業務委託 

３  面会受付補助業務委託 

４  受付事務当直業務委託 

５  救急外来受付業務委託 

６  薬剤科業務委託 

 

以上 



入札公告 

 

下記のとおり一般競争入札に付します。 

 

平成 31年 1月 8日 

国家公務員共済組合連合会 

立川病院契約担当者 

 

記 

 

１ 調達内容 

（１） 件 名   駐車場清掃業務委託 

（２） 特 質 等   仕様書により別途説明する 

（３） 契約期間   平成 31年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

 

２ 競争参加資格 

（１）本件契約を締結する能力を有する者であること、又は破産者であった者はすでに

復権を得ていること。 

（２）平成 28・29・30年度国家公務員共済組合連合会競争参加資格又は全省庁統一競争

参加資格「役務の提供等」の A、B、又は C の等級に格付けされた者であって、営

業品目のその他を選定した者であること。 

   （ただし、全省庁統一競争参加資格の場合は、「審査資格結果通知書（全省庁統一

資格）」（写）を入札時までに当院に提出すること。） 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員

でないこと。（入札時までに誓約書を提出すること。） 

 

３ 入札の執行日時等 

（１）入札資料配布 

平成 31年 1月 8日（火）～1月 29日（火）（閉院日を除く） 

立川病院 管理棟 1階 総務課 

（２）入札執行の日時及び場所 

平成 31年 1月 30日（水）13:00～ 

立川病院 管理棟 4階第 2会議室 

 

４ その他 

（１）入札保証金及び契約保証金 免除 

（２）競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反した入札は無効とす    

る 

（３）郵便入札、電信入札及び事前に資料配布を受けていない者の入札は無効とする 

（４）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る 

（５）問い合わせ先 

    〒190-8531 東京都立川市錦町 4‐2‐22 

          立川病院総務課 入札担当 

          電話 042-523-3131 

以上 



入札公告 

 

下記のとおり一般競争入札に付します。 

 

平成 31年 1月 8日 

国家公務員共済組合連合会 

立川病院契約担当者 

 

記 

 

１ 調達内容 

（１） 件 名   歩行者誘導業務委託 

（２） 特 質 等   仕様書により別途説明する 

（３） 契約期間   平成 31年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

 

２ 競争参加資格 

（１）本件契約を締結する能力を有する者であること、又は破産者であった者はすでに

復権を得ていること。 

（２）平成 28・29・30年度国家公務員共済組合連合会競争参加資格又は全省庁統一競争

参加資格「役務の提供等」の A、B、又は C の等級に格付けされた者であって、営

業品目のその他を選定した者であること。 

   （ただし、全省庁統一競争参加資格の場合は、「審査資格結果通知書（全省庁統一

資格）」（写）を入札時までに当院に提出すること。） 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員

でないこと。（入札時までに誓約書を提出すること。） 

 

３ 入札の執行日時等 

（１）入札資料配布 

平成 31年 1月 8日（火）～1月 29日（火）（閉院日を除く） 

立川病院 管理棟 1階 総務課 

（２）入札執行の日時及び場所 

平成 31年 1月 30日（水）13:20～ 

立川病院 管理棟 4階第 2会議室 

 

４ その他 

（１）入札保証金及び契約保証金 免除 

（２）競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反した入札は無効とす    

る 

（３）郵便入札、電信入札及び事前に資料配布を受けていない者の入札は無効とする 

（４）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る 

（５）問い合わせ先 

    〒190-8531 東京都立川市錦町 4‐2‐22 

          立川病院総務課 入札担当 

          電話 042-523-3131 

以上 



入札公告 

 

下記のとおり一般競争入札に付します。 

 

平成 31年 1月 8日 

国家公務員共済組合連合会 

立川病院契約担当者 

 

記 

 

１ 調達内容 

（１） 件 名   面会受付補助業務委託 

（２） 特 質 等   仕様書により別途説明する 

（３） 契約期間   平成 31年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

 

２ 競争参加資格 

（１）本件契約を締結する能力を有する者であること、又は破産者であった者はすでに

復権を得ていること。 

（２）平成 28・29・30年度国家公務員共済組合連合会競争参加資格又は全省庁統一競争

参加資格「役務の提供等」の A、B、又は C の等級に格付けされた者であって、営

業品目のその他を選定した者であること。 

   （ただし、全省庁統一競争参加資格の場合は、「審査資格結果通知書（全省庁統一

資格）」（写）を入札時までに当院に提出すること。） 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員

でないこと。（入札時までに誓約書を提出すること。） 

 

３ 入札の執行日時等 

（１）入札資料配布 

平成 31年 1月 8日（火）～1月 29日（火）（閉院日を除く） 

立川病院 管理棟 1階 総務課 

（２）入札執行の日時及び場所 

平成 31年 1月 30日（水）13:40～ 

立川病院 管理棟 4階第 2会議室 

 

４ その他 

（１）入札保証金及び契約保証金 免除 

（２）競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反した入札は無効とす    

る 

（３）郵便入札、電信入札及び事前に資料配布を受けていない者の入札は無効とする 

（４）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る 

（５）問い合わせ先 

    〒190-8531 東京都立川市錦町 4‐2‐22 

          立川病院総務課 入札担当 

          電話 042-523-3131 

以上 



入札公告 

 

下記のとおり一般競争入札に付します。 

 

平成 31年 1月 8日 

国家公務員共済組合連合会 

立川病院契約担当者 

 

記 

 

１ 調達内容 

（１） 件 名   受付事務当直業務委託 

（２） 特 質 等   仕様書により別途説明する 

（３） 契約期間   平成 31年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

 

２ 競争参加資格 

（１）本件契約を締結する能力を有する者であること、又は破産者であった者はすでに

復権を得ていること。 

（２）平成 28・29・30年度国家公務員共済組合連合会競争参加資格又は全省庁統一競争

参加資格「役務の提供等」の A、B、又は C の等級に格付けされた者であって、営

業品目のその他を選定した者であること。 

   （ただし、全省庁統一競争参加資格の場合は、「審査資格結果通知書（全省庁統一

資格）」（写）を入札時までに当院に提出すること。） 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員

でないこと。（入札時までに誓約書を提出すること。） 

 

３ 入札の執行日時等 

（１）入札資料配布 

平成 31年 1月 8日（火）～1月 29日（火）（閉院日を除く） 

立川病院 管理棟 1階 総務課 

（２）入札執行の日時及び場所 

平成 31年 1月 30日（水）14:00～ 

立川病院 管理棟 4階第 2会議室 

 

４ その他 

（１）入札保証金及び契約保証金 免除 

（２）競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反した入札は無効とす    

る 

（３）郵便入札、電信入札及び事前に資料配布を受けていない者の入札は無効とする 

（４）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る 

（５）問い合わせ先 

    〒190-8531 東京都立川市錦町 4‐2‐22 

          立川病院総務課 入札担当 

          電話 042-523-3131 

以上 



入札公告 

 

下記のとおり一般競争入札に付します。 

 

平成 31年 1月 8日 

国家公務員共済組合連合会 

立川病院契約担当者 

 

記 

 

１ 調達内容 

（１） 件 名   救急外来受付業務委託 

（２） 特 質 等   仕様書により別途説明する 

（３） 契約期間   平成 31年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

 

２ 競争参加資格 

（１）本件契約を締結する能力を有する者であること、又は破産者であった者はすでに

復権を得ていること。 

（２）平成 28・29・30年度国家公務員共済組合連合会競争参加資格又は全省庁統一競争

参加資格「役務の提供等」の A、B、又は C の等級に格付けされた者であって、営

業品目のその他を選定した者であること。 

   （ただし、全省庁統一競争参加資格の場合は、「審査資格結果通知書（全省庁統一

資格）」（写）を入札時までに当院に提出すること。） 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員

でないこと。（入札時までに誓約書を提出すること。） 

 

３ 入札の執行日時等 

（１）入札資料配布 

平成 31年 1月 8日（火）～1月 29日（火）（閉院日を除く） 

立川病院 管理棟 1階 総務課 

（２）入札執行の日時及び場所 

平成 31年 1月 30日（水）14:20～ 

立川病院 管理棟 4階第 2会議室 

 

４ その他 

（１）入札保証金及び契約保証金 免除 

（２）競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反した入札は無効とす    

る 

（３）郵便入札、電信入札及び事前に資料配布を受けていない者の入札は無効とする 

（４）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る 

（５）問い合わせ先 

    〒190-8531 東京都立川市錦町 4‐2‐22 

          立川病院総務課 入札担当 

          電話 042-523-3131 

以上 



入札公告 

 

下記のとおり一般競争入札に付します。 

 

平成 31年 1月 8日 

国家公務員共済組合連合会 

立川病院契約担当者 

 

記 

 

１ 調達内容 

（１） 件 名   薬剤科業務委託 

（２） 特 質 等   別紙仕様書による 

（３） 契約期間   平成 31年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

 

２ 競争参加資格 

（１）本件契約を締結する能力を有する者であること、又は破産者であった者はすでに

復権を得ていること。 

（２）平成 28・29・30年度国家公務員共済組合連合会競争参加資格又は全省庁統一競争

参加資格「役務の提供等」の A、B、又は C の等級に格付けされた者であって、営

業品目のその他を選定した者であること。 

   （ただし、全省庁統一競争参加資格の場合は、「審査資格結果通知書（全省庁統一

資格）」（写）を入札時までに当院に提出すること。） 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員

でないこと。（入札時までに誓約書を提出すること。） 

 

３ 入札の執行日時等 

（１）入札資料配布 

平成 31年 1月 8日（火）～1月 29日（火）（閉院日を除く） 

立川病院 管理棟 1階 総務課 

（２）入札執行の日時及び場所 

平成 31年 1月 30日（水）14:40～ 

立川病院 管理棟 4階第 2会議室 

 

４ その他 

（１）入札保証金及び契約保証金 免除 

（２）競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反した入札は無効とす    

る 

（３）郵便入札、電信入札及び事前に資料配布を受けていない者の入札は無効とする 

（４）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る 

（５）問い合わせ先 

    〒190-8531 東京都立川市錦町 4‐2‐22 

          立川病院総務課 入札担当 

          電話 042-523-3131 

以上 


