
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成２９年 ９月２９日
支出負担行為担当官
沖縄防衛局長 中嶋 浩一郎

１ 業務内容等
(1) 業 務 名 平成２９年度沖縄防衛局健康診断
(2) 業務場所 沖縄防衛局等
(3) 業務内容 仕様書のとおり
(4) 履行期間 契約日の翌日から平成３０年３月３１日まで

２ 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第
７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。

（ ） 、(2) 平成２８・２９･３０年度防衛省所管の競争参加資格 全省庁統一資格 において
資格の種類が「役務の提供等」で、Ｂ、Ｃ及びＤの格付けを受け、九州・沖縄地域
に競争参加資格を有する者であること。

（3) 健康診断を実施するための医療法に定める許可を得ていること。
(4) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

３ 入札手続等
(1) 担当部局
〒９０４－０２９５ 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２９０－９
沖縄防衛局総務部会計課会計係 電話 ０９８－９２１－８１８１（内線１２５）

(2) 入札説明書等の交付期間等
平成２９年９月２９日(金)から平成２９年１０月１６日(月)まで（行政機関の休

日を除く ）の毎日、午前９時から午後５時まで(ただし、正午から午後１時までの。
間を除く。)、担当部局にて上記２(2)に掲げる競争参加資格の格付けを受けている
者又は取得見込者に対し交付する。
なお 交付については貸与とし 開札日から１４日以内に返却するものとする(郵、 、

送等による場合は期限内必着。)。
(3) 入札及び開札の日時等

平成２９年１０月１７日(火) 午前１０時００分 沖縄防衛局 ２階会議室
入札書は、持参又は郵送等により提出すること。

４ その他
(1) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する
条件に違反した入札は無効とする。

(3) 落札者の決定方法 予決令第７９条の規定に基づいて作成し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。

(4) 契約書作成の要否 要。
(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記３(1)に同じ。
(6) 詳細は入札説明書による。



入 札 説 明 書

１ 公告日 平成２９年９月２９日

２ 契約担当官等 支出負担行為担当官 沖縄防衛局長 中嶋 浩一郎
〒９０４－０２９５ 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２９０－９

３ 業務内容等
(1) 業 務 名 平成２９年度沖縄防衛局健康診断
(2) 業務内容 仕様書のとおり
(3) 履行期間 契約日の翌日から平成３０年３月３１日まで

４ 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という ）第。
７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。

（ ） 、(2) 平成２８･２９･３０年度防衛省所管の競争参加資格 全省庁統一資格 において
資格の種類が「役務の提供等」で、Ｂ、Ｃ及びＤの格付けを受け、九州・沖縄地域
に競争参加資格を有する者であること。

（3) 健康診断を実施するための医療法に定める許可を得ていること。
(4) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

５ 競争資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は、４(2)に掲げる資格を確認できる書類（資格審査結果通
知書の写し）を入札日の前日（行政機関の休日を除く ）午後５時までに持参又は郵。
送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送による場合は、提出期限までに必着のこととする。

(2) 競争資格に関する問い合わせ先
〒９０４－０２９５ 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２９０－９
沖縄防衛局総務部会計課会計係 電話 ０９８－９２１－８１８１（内線１２５）

６ 入札説明書等に対する質問
(1) 入札説明書及び仕様書等に対して質問がある場合は、書面（様式は自由）により
次に従い提出すること。
・提出期限 平成２９年９月２９日(金)から平成２９年１０月１６日(月)（行政機

関の休日を除く ）の毎日、午前９時から午後５時まで。ただし、正午か。
ら午後１時までの間を除く。

・提出場所 ５(2)に同じ
・提出方法 書面は、郵送若しくは電送又は持参によるものとする。なお、郵送に

よる場合は、提出期限までに必着のこととし、電送の場合は電話等によ
る確認を行うこと。

(2) (1)の質問に対する回答は、書面にて行うとともに、次のとおり閲覧に供する。
・期 間 平成２９年９月２９日(金)から平成２９年１０月１６日(月)
・場 所 ５(2)に同じ

７ 入札執行の日時及び場所等
・日 時 平成２９年１０月１７日(火) 午前１０時００分
・場 所 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２９０－９ 沖縄防衛局 ２階会議室
・方 法 入札書は持参すること。また、落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に、当該金額の１００分の８に相当する額を加算した金額（当該
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金額）を
もって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方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、見積もった契約希望金額の１
０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
また、入札参加者は、入札心得書様式２により、単価に予定数量(仕様書



参照）を乗じて得た総額を入札金額として入札書を作成し、入札者の氏名
を表記した封筒に入れて封緘のうえ、提出しなければならない。
なお、入札執行回数は、原則として２回を限度とする。

８ 入札保証金及び契約保証金 免除

９ 開 札 開札は、７に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち
会わせて行う。

10 入札の無効
(1) 次に掲げる入札は無効とする。
ア 公告において示した競争参加資格のない者のした入札。
イ 本説明書及び入札心得書において示した条件等に違反した入札。
ウ 入札時点において４に掲げる資格のない者のした入札。

、 。(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には 落札決定を取り消す

11 落札者の決定方法
予決令第７９条の規定に基づいて作成し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。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。

12 契約書作成の要否等
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。

13 関連情報の窓口 ５(2)に同じ。

14 適用する契約条項
(1) 別冊契約書案
(2) 談合等の不正行為に関する特約条項
(3) 債権譲渡禁止特約の部分的解除のための特約条項
（4） 暴力団排除に関する特約条項
(5) 個人情報の保護に関する特約条項

15 その他
(1) 入札・契約の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。

(2) 入札参加者は、入札心得書等を熟読するとともに遵守すること。



健康診断業務仕様書

１ 件 名

平成２９年度沖縄防衛局健康診断

２ 契約期間

契約締結日の翌日から平成３０年３月３１日まで

３ 履行場所

沖縄防衛局及び沖縄防衛局長が指定する場所

４ 総 則

（ 「 」 。）発注者 支出負担行為担当官 沖縄防衛局長 中嶋 浩一郎 以下 甲 という

は、防衛省職員の健康に関する訓令に基づき、沖縄防衛局職員（那覇防衛事務所、

。） 、 （ 「 」名護防衛事務所及び金武出張所含む の健康診断業務を委託し 受託者 以下 乙

という ）は本仕様書に基づき、適切な方法により実施するものとする。。

５ 検査項目及び対象人数

別紙のとおりとする。なお、対象人数は甲の都合により増減もあり得る。

６ 契約方法

検査項目毎の単価契約とする。

７ 実施日時等

（１） 定期健康診断について

実施日時及び実施場所は、前項に基づき甲と乙が協議し、甲が指定するもの

とし、未受診者等が生じた際についても、別途、甲と乙が協議の上、甲が指定

するものとする。

（２） 婦人科検診について

甲と乙が協議し、甲が指定する日時及び場所で実施するものとする。

８ 健康診断結果報告書の提出

乙は、前項に掲げる検査事項を実施後、その結果について各個人別に「健康

診断結果報告書」及び「婦人科検診結果報告書」を作成し、電子媒体１部、及び

紙媒体で正１部・副２部を速やかに提出する。

９ その他

（１） 当該業務の履行に必要な衛生資材等は、乙の責任において準備する。

（２） 当該業務の履行で発生した感染性医療廃棄物は、国が定めた関係法令等に従

い、適法に処理したことを証明するマニフェスト伝票の写しを甲に提出する。

（３） 乙は、この契約の履行により知り得た職員の個人情報を、本人の許可無しに

利用又は第３者に漏らしてはならない。

（４） 乙は、本仕様書に記載無き事項において、当該業務の履行に疑義が生じた際

には、その都度甲と協議し、甲の指示に従うものとする。



別紙

3 検査項目 詳　細
対象人数
（人）

対象者等

  問診・視診等
　既往歴の調査
　（服薬歴及び喫煙習慣の状況調査を含む）

  身体測定 　身長・体重・腹囲　(BMI）、視力

  血圧測定

  尿検査
　尿糖、蛋白、ウロビリノーゲン、
　尿潜血

  心電図検査 　１２誘導 68

  結核、
　肺がん検査

　胸部X線直接撮影１枚法 68

  大腸がん検査 　便潜血ヒトヘモ２日法 89 ４０歳以上

  胃部Ｘ線検査 　間接撮影７枚法 89 ４０歳以上

  Ｃ型肝炎検査 　Ｃ型肝炎抗体 5 満３５歳

乳がん検診   触診及びマンモ２方向 11
４０歳以上の

女性職員

乳がん検診   触診及び乳腺エコー 15

　子宮頸がん検診 79

※対象者は以下の者を除く。

　１　人間ドック等、他の健康診断を受診する職員並びに予定している職員

　２　長期休暇中、休業中及び休職中の職員

89

全　員  血液一般検査

　白血球数、赤血球数、血色素量、
　ヘマトクリット値、MCV、血小板
数、
　血糖、ヘモグロビンA１C

３５歳以上の
女性職員

４５歳以上

婦人科
検　診

検査項目及び対象人数

（平成２９年度健康診断）

定　期
健康診断

284

284

全　員

  肝機能検査
　(生化学）

４０歳以上

　GOT,GPT,ALP、LDH,γ-GTP、
　T‐BiL、 TP、
  総コレステロール、中性脂肪、
　LDLコレステロール、
　HDLコレステロール、
　クレアチニン、尿酸


