
入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

平成28年6月21日

契約担当役

独立行政法人労働者健康安全機構

横浜労災病院長 梅村 敏

◎調達機関番号 590 ◎所在地番号 14

○営第1号

１ 工事概要

(1) 品目分類番号 41

(2) 工事名

横浜労災病院電気設備更新工事（第１電気

室・特高電気室）

(3) 工事場所

神奈川県横浜市港北区小机町３２１１番地

横浜労災病院 外来棟地下１階 第１電気室

及び特高電気室

(4) 工事内容 本工事は次に掲げる受変電設備

の更新及び工事期間における機能維持のため

の整備対応をおこなうものである。

①第１電気室

・高圧受電設備×9面更新

・低圧変圧器盤×17面更新

・直流電源装置（蓄電池込み）×1式更新

・上記に付随する電気室内ケーブル工事

②特高電気室

・特高 GIS×1面

・特高変圧器5,000KVA×2台

・特高監視盤×4面

（1系特高現場監視盤，1系保護継電器盤，2系

特高現場監視盤，2系保護継電器盤）

・高圧盤×12面（1系母線連絡盤，1系特高二次

盤，1系発電機連絡盤，1系フィーダー盤1～3,

2系母線連絡盤，1系特高二次盤，1系発電機

連絡盤，1系フィーダー盤1～3）

・高圧盤×6面（1系所内電源盤，1系所内ＴＲ

盤，1系所内電源盤，2系所内電源盤，1系所



内ＴＲ盤，2系所内電源盤）

・高圧コンデンサー盤×6面（1系×3面＋将来

スペース確保，2系×3面＋将来スペース確保）

・直流電源装置（蓄電池込み）×2式更新

・上記に付随するケーブル工事（特高変電室～

第1・第2・第3変電室迄の高圧ケーブル引替

え含む）

③第一電気室、特高電気室共通工事

・停電切替え作業中の仮設電源工事、盛り替え

作業

・中央監視設備への監視点数表示工事（調整含

む）

・換気設備改修工事

・床防塵塗装工事、等

(5)工期 契約締結日から平成30年12月28日ま

で

指定部分1 （4）のうち、1）及び3）は平成

30年2月28日まで

指定部分2 （4）のうち、2）及び3）は平成

30年12月28日まで

(6)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律（平成12年法律第104号）に

基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の

再資源化等の実施が義務付けられた工事であ

る。

(7)本工事において、独立行政法人労働者健康

安全機構会計規程「低入札価格の調査に関す

る達（平成25年7月24日改正）」に基づく価

格（以下「調査基準価格」という。）を下回

った価格をもって契約する場合は、監理技術

者とは別に同等の要件を満たす技術者を配置

すること。

２ 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当し

ない者であること。ただし、未成年者、被保

佐人、又は 被補助人であって、契約締結の

ために必要な同意を得ている者については、

この限りではない。



(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し

ない者であること。

(3) 厚生労働省から平成27・28年度有資格者名

簿［建設工事］のうち関東・甲信越地域にお

ける電気工事の一般競争参加資格の認定を受

けていること。（会社更生法に基づき更生手

続き開始の申立がなされている者または民事

再生法に基づき再生手続き開始の申立がなさ

れている者については、手続開始の決定後、

関東・甲信越地域一般競争参加資格の再認定

を受けていること。）

(4)厚生労働省の建設工事に係る平成27・28年

度一般競争参加資格の認定の際に提出した経

営事項資格審査結果通知書の写しに記載され

た総合評点が次の点数以上であること((3)の

再認定を受けた者にあっては、当該認定の際

の総合評点が次の点数以上であること。)

① 電気工事 850点以上

(5) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立

がなされている者又は民事再生法に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者((3)の

再認定を受けた者を除く)でないこと。

(6)過去3年間において元請事業者として運営中

の病院（但し、500床以上を有する医療施設

とする）における稼働中の同一変電所内での

全更新実績（部品交換・オーバーホールを除

く）を有するもの。

(7)品質マネジメントシステム規格（ISO9001）

又は環境マネジメントシステム（ISO14001）

の認証を取得している者であること。

（8）監理技術者を専任配置することとし、そ

の者は1級電気工事施工管理技士若しくは同

等以上の能力有する者であること。当該技術

者は開札日において、直接的かつ恒常的な雇

用関係にあり、当該雇用期間が3ヵ月経過し、

他の工事に従事していない者であること。契

約締結後直ちに常駐させ、当病院と定期的に

（週１回程度）打合せを行うことが可能であ



ること。

(9)特高電気設備配置変更に伴う電力業者へ

の工事負担金支払いが可能であること。負担

金支払額については電力業者からの見積額と

する。

３ 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、

入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

〒222－0036 神奈川県横浜市港北区小机町

3211番地 横浜労災病院会計課契約係 大山

勇太 電話045－474－8111

(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から上

記３(1)の場所で交付する。

(3) 入札書の受領期限 平成28年8月10日14時

(4) 開札の日時及び場所 平成28年8月10日

16時 横浜労災病院会議室

４ その他

(1) 契約手続き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) 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金は免除。

イ 契約保証金 請負代金の１０分の１以上

電力業者への工事負担金支払額は除く

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必

要な資格のない者のした入札及び入札の条件

に違反した入札。

(4) 契約書作成の要否 要。

(5) 落札者の決定方法

独立行政法人労働者健康安全機構会計細則

第42条に基づき作成された予定価格の制限の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする（電気事業者への工事

負担金支払額は予定価格に含めないものす

る）。ただし、落札者となるべき者の入札価

格によっては、その者により当該契約の内容

に適合した履行がな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

をもって入札した他の者のうち最低の価格を

もって入札した者を落札者とすることがある。

(6)配置予定技術者の確認

落札者決定後、CORINS 等により配置予定

技術者の専任制違反の事実が確認された場合

は、契約を結ばないことがある。

(7) 手続における交渉の有無 無。

(8) その他 詳細は入札説明書による。

５ Summary

(1) Contracting Entity: Satoshi Umemura

The Obligating Officer, Director Admin-

istration Department, Japan Organization

of Occupational Health and Safety

Yokohama Rosai Hospital

(2) Classification of the products to be

procured: 41

(3) Subject matter of the contract :

Electrical equipment renewal work of

Yokohama Rosai Hospital

(4) Time-limit for the submission of

tenders :2:00 P.M. 10 August 2016

(5) Contact point for tender

documentation: Oyama Yuta, Procurement

Section, Accounting Division, Yokohama

Rosai Hospital, 3211 Kozukue-cho

Kohoku-ku Yokohama-shi Kanagawa- ken 222

－0036 Japan, TEL 045－474－8111


