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入札参加者各位 
 
 

独立行政法人国立病院機構 
北海道がんセンター  企画課 

 
 

一般競争入札（重油）参加時の書類について 
 
 

一般競争入札（重油）に参加希望の方は、入札書類を作成する際、下記の点に留意して作成

のうえ、提出して下さい。 
 

記 
 
１ 入札書の日付について 
 
   第１回目の入札書は、受領期間内の日付（持参した日、または郵送した日）として下さ

い（開札日ではないので注意して下さい） 
 
２ 入札書等の宛先名について 
 
   宛先名は、「独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター院長 殿」として下さい。

氏名を記入する場合は、異動等により替わる場合がありますので、確認のうえ記入して下

さい。 
 
３ 入札書の競争参加者名について 
   第１回目の入札書には、（復）代理人の氏名は記入しないこと。 

但し、提出日において別紙１により委任されている代理人を除く。 
 
４ その他 
 
   開札日に来られる代理人の方は必ず印鑑を持参して下さい。 

また、字句、日付等の訂正は修正液を使用せず訂正印とし、金額の訂正は絶対にしない

で下さい。 
 

以下不明の点については、当課にお問い合わせ下さい。 
（電話 ０１１－８１１－９１１１  内線２３９） 



入札書提出方法について 

 

 

１． 入札書の封皮の表面には、下記２の記入例に表示している事項は必ず記入をし、裏面につ 

いては、必ず封印（代表者印若しくは支店長印）をし持参してください。 

なお、社名が印刷されていない封筒を使用する場合は、会社住所・社名の記入を必ずしてく 

ださい。 

 

２．入札書の封皮の記入例 

 
 
 



入札説明書 
 

この入札説明書は、政府調達に関する協定（昭和５５年条約第１４号）、独立行政法人国立

病院機構政府調達に関する協定等に係る物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

（平成１６年規程第３５号）、独立行政法人国立病院機構会計規程（平成１６年規程第３４号）、

独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（平成１６年細則第６号）、その他の法令、本件

調達にかかる入札公告（入札公示及び指名通知）（以下「入札公告等」という。）の他、当院

が発注する調達契約に関し、一般（指名）競争に参加しようとする者（以下「競争参加者」と

いう。）が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものです。 
 
１．競争入札に付する事項 
  別記１のとおり 
 
２．競争参加者に必要な資格 
（１）独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（平成１６年細則第６号、以下「契約事務

取扱細則」という。）第５条及び第６条の規定に該当しない者であること。 
（２）当院における競争参加資格審査において、別記２の等級に格付けされた者であること。 
（３）法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可

を受けていることを証明した者であること。 
（４）入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入で

きることを証明したものであること。 
（５）入札公告等において特定銘柄製品名又は、これと同等のものと特定した場合にあっては

これらの製品を納入できることを証明した者であること。 
（６）入札公告等において調達物品を指定日時及び場所に十分納入できることとした場合にあ

っては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 
（７）入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあって

は、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 
（８） 暴力団員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）第３２条第

１項各号に掲げる者でないこと。 
（９）独立行政法人国立病院機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成２７年規程第６３

号)第２条各号に掲げる者でないこと。 
 
（10） 上記（１）から（９）のほか、別記２に定める事項 
 
３．入札及び開札 
（１）入札には、競争参加者である本店以外の者が入札参加をする場合、支店・営業所との委

任関係を明確にするため、別紙１による委任状を会計年度につき１回（当該会計年度で最

初に参加する入札時）提出した上入札しなければなりません。 
（２）競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式の契約書（案）及び添付書等熟覧の上入札しな



ければなりません。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職

員に説明を求めることができます。但し、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由

として異議を申し立てることはできません。 
（３）競争参加者は、別紙４による入札書を直接又は、郵便（書留親展郵便に限る）により提

出しなければなりません。加入電信電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は

認めません 
（４）入札書及び入札にかかる文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、又、入札金額

は、日本通貨による表示に限るものとします。 
（５）入札書の提出場所は、別記３の（１）のとおりとします。 
（６）入札書の受領期限は、別記３の（３）のとおりとします。 
（７）代理人が入札する場合は、別紙５による入札書に競争参加者の氏名、又は名称、若しく

は商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の指名を記入して押印（外国人の署名

を含む、以下同じ）をしておかなければなりません。 
（８）復代理人が入札する場合は、別紙６による入札書に競争参加者の氏名又は、名称若しく

は商号、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名を記入して押印（外国人の

署名を含む、以下同じ）をしておかなければなりません。 
（９）入札書は直接提出する場合は封書に入れ密封し、かつその封皮に氏名（法人の場合は、

その名称又は商号）及び「何月何日開札（調達物品名）の入札書在中」と朱書きし、郵便

により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮

には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒には「何月何日開札（調達物品

名）の入札書在中」と朱書きしなければなりません。 
（10）競争参加者又はその代理人（復代理人）は、入札書の記載事項を訂正する場合は当該訂

正部分について押印をしておかなければなりません。 
（11）競争参加者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができませ

ん。 
（12）競争参加者は入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行する

ために必要とする関係書類を伴わせて提出しなければなりません。 
（13）契約担当者等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合と、競争入札

を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこ

れを廃止することがあります。 
（14）競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場

所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。但し、消費税額は

含まないものとします。 
（15）免税業者が入札書を提出する場合は、免税業者の契約予定金額に１００分の１０８を乗

じた金額をもって申し込みがあったものとします。 
（16）競争参加者は、請負代金又は物品代金の前払金の有無、前払金の割合又は金額、部分払

いの有無、支払回数、単価契約の場合にあっては、契約期間等を十分考慮して入札金額を

見積もるものとします。 
（17）入札公告等において特定銘柄製品又は、これと同等のものと特定した場合においては、

競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当者等が競争参加



者から提出された資料に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ

当該者の入札を落札決定の対象とします。 
（18）入札公告（入札公示）により一般（指名）競争参加資格審査申請書を提出した者が、競

争に参加する者に必要な資格を有すると認められること（指名されること）を条件にあら

かじめ入札書を提出した場合において、当該者にかかる資格審査が開札日時までに終了し

ない時又は、資格を有すると認められなかったとき（指名されなかったとき）は、当該入

札書は落札決定の対象としません。 
（19）開札の日時及び開札の場所は、別記３の（５）のとおりとします。 
（20）開札は競争参加者又は、その代理人（復代理人）が出席して行うものとします。この場

合において、競争参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会

わせてこれを行います。 
（21）入札会場には、競争参加者又はその代理人（復代理人）並びに入札執行事務に関係のあ

る職員（以下「入札関係職員」という。）及び（20）の立ち会い職員以外の者は入場する

ことができません。 
（22）競争参加者又はその代理人（復代理人）は、開札時刻以降においては入札会場に入場す

ることができません。 
（23）競争参加者又はその代理人（復代理人）は、入札会場において入札関係職員より身分証

明書（社員証）等の提示を求められた場合は、応じなければなりません。 
（24）競争参加者又はその代理人（復代理人）は、契約担当者等が特にやむを得ない事情があ

ると認めた場合の他、入札会場を退場することはできません。 
（25）入札会場において、次の各号の一つに該当する場合は、当該入札会場から退去していた

だきます。 
ア．公正な競争の執行を妨げ又は、妨げようとした者。 
イ．公正な価格を害し又は、不正な利益を得るために連合した者。 

（26）競争参加者又はその代理人（復代理人）は、本件調達にかかる入札について他の競争参

加者の代理人（復代理人）となることができません。 
（27）開札をした場合において、競争参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札

がないときは、再度入札することがあります。この場合において、競争参加者及びその代

理人（復代理人）のすべてが立ち会いしている場合にあっては引き続き、その他の場合に

あっては契約担当者等が定める日時において入札をします 
 
４．入札無効 
   入札書で次の各項の一つに該当する者については、これを無効とします。 
（１）一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出

した入札書。 
（２）指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書。 
（３）競争参加資格者以外の者（支店・営業所等）が入札に参加する場合、競争参加資格者か

らの別紙第１号様式の委任状の提出がなく（提出済の場合を除く）提出した入札書。 
（４）入札金額、物品名、競争参加者本人の氏名及び押印（法人の場合は、その名称又は商号

並びに代表者の氏名及び押印）又は、代理人（復代理人）が入札する場合における競争参



加者の氏名又は、名称若しくは商号並びに当該代理人（復代理人）の氏名及び押印のない

入札書。 
（５）物品名に重大な誤りのある入札書。 
（６）入札金額の記載の不明確な入札書。 
（７）入札金額の記載を訂正したもの。 
（８）競争参加者の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）の判然としな

い入札書。 
（９）入札公告等において示した入札書の受領期限日時までに到達しなかった入札書。 
（10）その他入札に関する条件に違反した入札書。 
 
５．落札者の決定 
（１）有効な入札書を提出したものであって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て申し込みをした者を契約の相手方とします。 
（２）落札となるべき同価の入札をした者が二つ以上あるときは、直ちに当該入札者にくじ

を引かせ、落札者を決定するものとします。 
（３）（２）の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、

入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定するものと

します。 
（４）落札者を決定したときは、その翌日から起算して７日以内に落札者を決定した旨を、

落札者とされなかった入札者に書面により通知するものとします。 
（５）落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札

の決定を取り消すものとします。 
（６）契約価額については落札者決定後、再度交渉を行います。 
 
６．契約書の作成 
（１）競争入札を執行し、契約の相手方及び契約価額が決定したときは、直ちに契約書を取り

交わします。（契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、契約担当者等が

定めた期日までとします） 
（２）契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まずその者に契

約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印

するものとします。 
（３）（２）の場合において経理責任者が記名して押印したときは、当該契約書の１通を契約

の相手方に送付するものとします。 
（４）契約書及び契約にかかる文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本通貨に限り

ます。 
（５）経理責任者が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しな

いものとします。 
 
７．契約条項 
   別紙様式の契約書（案）のとおりとします。 



８．入札者に求められる義務 
（１）競争参加者は、入札公告等において求められた経済上および技術上の要件について、開

札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければなりません。 
（２）競争参加者は、入札公告等において求められる調達物品にかかる技術・仕様・適合性の

証明並びに必要な設計図・図案及び解説資料について開札日の前日までに競争参加者の負

担において完全な説明をしなければなりません。 
 
９．独立行政法人の契約に係る情報の公表 

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平

成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約を

する場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を

公開するなどの取組を進めるとされているところです。 

 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表

することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若し

くは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 

 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせてい

ただきますので、ご了知願います。 

また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をして

いただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、

ご了知願います。 

（１）公表の対象となる契約先 

次のいずれにも該当する契約先 

① 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相

当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職し

ていること 

② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること 

※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 

（２）公表する情報 

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結

日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 

① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名及び当

機構における最終職名 

② 当機構との間の取引高 

③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれ

かに該当する旨 

３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 

④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 

（３）当方に提供していただく情報 

① 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機



構における最終職名等） 

② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 

（４）公表日 

契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内 

（５）確認方法 

   別紙様式の「契約に係る公表対象確認書」を契約の相手方より提出していただきます。 

 
１０．その他必要な事項 
（１）経理責任者の氏名及びその所属する部局の名称は別記４のとおりとします。 
（２）競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競

争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとします。 
（３）本件調達に関しての照会先は別記３の（１）のとおりとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別  記 
 
 
 １．競争入札に付する事項 
 
  （１）調 達 物 品 名  Ａ重油 
  （２）調達物品の品質  ＪＩＳ１種２号の品質を有すること。 
  （３）調達物品の条件  ア、調達される重油は当院が指定する日に速やかに納入出来る

こと。 
              イ、当院の貯蔵能力に見合った適切な供給が出来ること。 
              ウ、ＪＩＳマーク表示許可を受けた製品を納入できる者である

こと。 
  （４）調達予定数量  ２４０ＫＬ 
  （５）契 約 期 間  平成３０年４月１日～平成３０年９月３０日 
  （６）納 入 場 所  北海道がんセンターが指定する場所 
  （７）入札保証金及び  免除 

契約保証金    
  （８）そ の 他  単価契約とします。 
 
 ２．競争参加者に必要な等級及び条件等 
 
（１） 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）で、「物品の販売」のうち、「燃料類」で

Ａ、Ｂ又はＣの等級に格付けされ、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。 
（２） 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去３年間におい 

て虚偽の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度 
が極度に悪化したもの等については、競争に参加させないことがある。 

（３） 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（平成 16 年細則第６号、以下「契約事

務取扱細則」という。）第５条及び第６条の規定に該当しない者であること。 
 
 ３．入札及び開札 
 
  （１）入札書の提出場所及び本件調達に関しての照会先 
      〒００３－０８０４  札幌市白石区菊水４条２丁目３番５４号 
                 独立行政法人国立病院機構 
                 北海道がんセンター 企画課 
                 TEL ０１１－８１１－９１１１（内線２３９） 
  （２）入札の方法 
      落札者の決定は、最低落札方式をもって行うので次の事項のとおり入札をするも

のとする。 
① 入札金額は、１ＫＬ当たりの金額を記入するものとする。 



② 入札金額は、平成３０年４月納入分について記入すること。 
なお、５月納入分以降の金額については、仕様書の別紙２「契約単価変更基準」

に基づき変動するものとする。 
③ 調達物品の本体価格のほか、搬入、設置、調整等納入に要する一切の諸経費を 
含め契約金額を見積もるものとする。 

④ 入札書より算出された金額に当該金額の８パーセント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と

する。）をもって落札価格とするので、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、見積った契約金額の１０８分の１００に相当する

金額を記載した入札書を提出しなければならない。 
⑤  契約価額については、落札者決定後、再度交渉により決定します。 

（３）入札書の受領期限 
      平成３０年１月２４日 ～ 平成３０年３月２３日  １３時００分 
  （４）入札書に添付する書類 
     イ、２の「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の写し 
     ロ、石油業法（昭和３７年法律第１２８号）第１３条に定める石油製品販売業の届

出書の写し 
     ハ、石油精製業者（元売り業者を含む）の出荷証明書及び試験成績分析表（調達物

品の品質に係るもの） 
     二、入札権限に関する別紙２（代理人が入札参加する場合）、別紙３（復代理人が

入札参加する場合）の委任状 ※入札書提出時に併せて提出すること。 
ホ．独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（平成 16 年細則第６号、以下「契

約事務取扱細則」という。）第５条及び第６条の規定に該当しない者であること

を誓約する誓約書 (別紙７) 
ト、配送計画書（別紙８）  
 

  （５）開札日の日時及び場所 
    （開札日時） 平成３０年３月２６日（月） １０時００分 
    （開札場所） 北海道がんセンター 会議室 
 
 ４．経理責任者の氏名及び所属する部局の名称 
     独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター院長 加藤 秀則 
 
 
 
 
 
 
 
 



重油単価契約書(案) 
 

 
○ 契約物品名  Ａ重油 
○ 規格仕様書  別紙①「納入重油規格仕様書」のとおり 
○ 契 約 単 価  第１条第２項のとおり 
○ 契 約 期 間  自 平成３０年４月 １日 
         至 平成３０年９月３０日  
○ 契約保証金  免除する 
 

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 院長 加藤 秀則（以下「甲」という。）と 
（以下「乙」という。）とは上記の物品売買契 

約について、次の条項により契約を締結する。 
 
（総則） 
第１条 乙は別紙規格仕様書に基づき頭書の契約条件をもって次の受渡場所に頭書の物品を納入 

しなければならない。 
     納入場所  北海道がんセンター敷地内重油タンク 
２ この契約により納入するボイラー用燃料の品名･規格･単位･単価は次のとおりとする。 

品 名 規   格 単位 単   価  うち消費税額及び地方消費税額 

    

Ａ重油 

           

JIS1種2号 

  

ＫＬ 

 

    円 

        

円                    

（履行期限） 
第２条 本契約による納入重油の数量及び納入期限については、甲がその都度乙に注文するもの

とする。 
２ 特に急を要する重油については直ちに納入するものとして、その他の重油についても納入期

限内に遅滞なく納入するものとする。 
３ 天災地変その他正当な事由により納入期限内に現品を納入し難い場合は、乙はその事由を記

し期限内に甲に延期の請求をすることができる。 
４ 重油の納入のため必要な費用は総て乙の負担とするものとする。 
（監督及び検査） 
第３条 納入重油の品質・規格及び数量については、総て甲において定めた検査職員により乙又

は乙の定めた代理人立ち会いのもと、重油納入の場所においてこれを実施するものとする。 
２ 納入重油は甲に於いて行う検査に合格するものでなければならない。 
３ 不合格になった重油は、甲の指定した期間内に乙は速やかに適正な重油と交換、納入し、再

度検査を受けるものものとする。この場合かかった費用は乙の負担とする。 
４ 乙は甲に対し、毎月納入重油の成績表を提出しなければならない。 
（物品の引渡前の補償） 
第４条 物品の引き渡し前において物品上に生じた災害については、その損害が甲の責に帰すべ



き重大なる過失による場合のほかはその補償の責に任じない。 
（契約代金の支払期限及び方法） 
第５条 乙は納入重油の代金及び消費税の請求については、甲における１ケ月間に要した重油の

代金及び消費税を一括して甲に請求するものとし、前条により検査を完了したものでなければ

ならない。 
２ 前項の消費税は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８３の規

定に基づき、売買代金に１０８分の８を乗じて得た額である。 
３ 甲は検査を終了した後、乙から適法な請求書を受理した際は、納入月の翌々月末までに代金

を支払うことを原則とする。 
（契約の解除） 
第６条  甲は、乙が正当の理由なく本契約を履行せず、又は履行する見込みがないと認められる 

とき、及び本契約の条項に違反した場合は本契約を解除することができるものとする。 
２ 前項の外、甲又は乙は、相手方と協議のうえ本契約を解除することができるものとする。 
３ 第１項により契約を解除した場合、甲は乙に対し損害賠償を請求することができるものとす

る。 
４ 甲は、本契約締結後に乙が反社会的勢力であることが判明した場合又は自ら若しくは第 
三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、本契約を解除するこ 
とを原則とする。 
一 暴力的な要求行為 
二 法的な責任を超えた不当な要求行為 

 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 
 四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨 

害する行為 
（談合等の不正行為に係る解除） 
第７条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を

解除することができる。 
 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その

役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭 
和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は同法第８条の２（同法第８

条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行った

とき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の

規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の２第１８項若しくは第２１項

の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 
二 乙又は乙の代理人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第１９８

条又は独占禁止法第８９条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき（乙の

役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。） 
２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の

規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければなら

ない。 
 



（談合等の不正行為に係る違約金） 
第８条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部

を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額（本契約締

結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相当す

る額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２

（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措

置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第

８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行

い、当該納付命令が確定したとき。 
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１８項又は第

２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 
四 乙又は乙の代理人が刑法第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８９

条第１項の規定による刑が確定したとき。 
２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前

項に規定する契約金額の１００分の１０に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に

相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。  
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第

８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）及び第７項の規定による課徴金の

納付命令を行い、当該納付命令が確定してとき。 
二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 
三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出してい 

るとき。 
３ 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 
４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合に

おいて、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 
（違約金に関する遅延利息） 
第９条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該期 

日を超過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年５パーセントの割合で計算した額の

遅延利息を甲に支払わなければならない。 
（権利譲渡の禁止） 
第 10 条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは

一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。但し、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資

を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令第１条の２に規定する金融機

関に対し債権を譲渡する場合はこの限りではない。 
２ 乙は、前項但し書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書

面により甲に届け出なければならない。 
 
 



（紛争に関する解決方法） 
第 11 条 この契約に関し、甲乙間に紛争が生じた場合で、両者の協議により解決しないときは、

甲乙協議の上、公正な第三者を選定し、その斡旋、仲裁等により円満な解決を図るものとする。 
（契約単価の変更） 
第 12 条 契約後物価の変動等により、契約単価と市場価格とに大幅な差が生じた場合、別紙２「契

約単価変更基準」により、単価の変更を行うものとする。 
(反社会的勢力の排除) 
第 13 条 乙は、当該契約の履行にあたり、反社会的勢力(独立行政法人国立病院機構反社会 
的勢力への対応に関する規程(平成２７年規程第６３号)第２条各号に掲げる者をいう。以下 
同じ。)と一切の関係を持たないこと。 

２ 契約締結後に、乙が反社会的勢力であることが判明した場合及び反社会的勢力が直接又 
は間接的に乙を支配するに至った場合には、甲は、契約を解除することができる。 

３ 第１項又は第２項の規定に基づき甲が契約を解除した場合、乙に生じた損害について、 
甲は何ら賠償ないし補償することは要しない。 

４ 第１項又は第２項の規定に基づき甲が契約を解除した場合、乙は、甲に対し、契約金額 
の１０分の１に相当する額を違約金として支払うものとする。 

（契約外の事項） 
第 14 条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上決定するものとする。 
 

この契約の締結を証するため、本証書二通を作成し、双方記名捺印のうえ各自一通を所持する

ものとする。 
 

平成  年 月  日 
 
 

甲  札幌市白石区菊水４条２丁目３番５４号 
                      独立行政法人国立病院機構 
                      北海道がんセンター 
                      院   長   加 藤  秀 則    
  
  
 

乙   
 
 

 
 
 
 
 



別紙１

納入重油規格仕様書

１．納入重油（JIS規格１種2号、硫黄分2.0％以下）は、汽缶に適する均質なものにして異物の混入

がなく下記規格に該当するものとする。

比 重 発 熱 量 引火点 動 粘 度 残 留 水 分 灰 分 硫黄分

反応 (50 C) 炭素分゜
゜ ゜ ％ ％ ％ ％15 C J/g C cSt(mm2/s) 質量 体積 質量 質量

0.98以下 41,840以上 中性 60 以上 20 以下 4 以下 0.3以下 0.05以下 2.0以下

２．数量検査

契約担当者はタンクローリー検尺により計算し、４により実量を決定する。

３．品質検査

現品搬入時積載槽から試料を採取し、日本工業規格試験方法により検査する。なお、前記のほか、

積荷証明書その他の類により認定する必要に応じ試料の実地試験を行い品質等を確認する。

納入重油が本規格に該当しない場合は、直ちに本規格に適合したものと交換しなければならない。

４．数量検査

検査単位はＫＬとし、未満は切り捨てる。

５．規格成績表

毎月１回、その月の納入重油の規格成績表を提出すること。



                                         別紙２ 

 

             契約単価変更基準 

 

 

重油単価契約書第 12 条に基づく契約単価の変更は、下記のとおり行うものとする。 
 

 

１．契約単価更改については、乙提出の燃料油脂新聞（写し）に記載されているメーカーの価格

情報をもとにする。 

 

２．甲はウィークリーオイルマーケットの元売りの卸価格改定情報（毎週金曜日月４回発行） 

記載の「3 国内/製品卸売価格（2）」の参考値表「RIM 社陸上ローリー４地区平均価格」の 

重油欄の増減を参考とする。 

 

３．甲が上記１、２により算出した値をもとに、甲乙協議のうえ変更契約を行う。なお、上記 

資料以外に指標となるものがあり採用する場合は甲乙協議のうえ決定する。 

 

４．上記の取り決め事項に不具合等がある場合、甲乙協議のうえ当該基準を変更できるもの 

とする。 

 

５．甲は他の病院（市内同規模病院及び北海道内国立病院機構管轄施設等）に対し価格調査を 

実施することがあり、調査の結果知り得た価格が現契約単価及び上記３と大きく乖離があり 

適当でないと判断した場合、当該基準に該当しない状況であっても甲より乙へ協議の申し入れ

を行う場合がある。その際、乙は誠意をもって対応すること。 

 

６．価格の変動は、当月の状況を翌月の契約単価に反映させるものとし、変更契約は当月末日 

迄に締結するものとする。 

なお、対象とする増減値は、４月１日以降の増減とする。 

 

 


