
 入 札 説 明 書  

公告日 令和３年１１月１１日（木）  

                                                                       社会福祉法人 

                                    大阪市障害者福祉･スポーツ協会 

                                                                  理事長  石 田 易 司 

 次のとおり、一般競争入札を執行する。 

 

１．入札に付する事項  

(1)  

 

(2)  

 

(3)  

 

(4)  

 案件名称   大阪市長居障がい者スポーツセンター  

 施設維持管理業務委託  

 履行場所   大阪市長居障がい者スポーツセンター  

（詳細は別紙仕様書のとおり）  

 委託概要   大阪市長居障がい者スポーツセンターの施設における  

機械、電気、保安等に関する業務である。  

 履行期間   令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで  

２．日程  

(1)  

(2)  

 

(3)  

(4)  

 

(5)  

公告日   令和３年１１月１１日（木）  

入札参加申請  

受付開始日  

 令和３年１１月１１日（木）  

入札参加申請締切日時  令和３年１１月２５日（木）午後５時００分  

入札参加資格の  

審査結果通知日  

 令和３年１２月２日（木）  

入札日時   「９．入札執行日時及び場所等」を参照  

３ ． 契 約 条 項  

  別添「業務委託契約書」のとおり  

４ ． 担 当  

  社会福祉法人  大阪市障害者福祉・スポーツ協会  

 大阪市長居障がい者スポーツセンター  総務課  

  〒５４６－００３４  大阪市東住吉区長居公園１番３２号  

   電話０６－６６９７－８６８１  

５ ． 入 札 参 加 資 格  

(1)  

 

(2)  

 

(3)  

 

(4)  

 

(5)  

 

(6)  

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し  

ない者であること。  

 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置（以下、「停止措置」という。）  

を受けていないこと。  

 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと

及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと 。  

 当該入札において、資本関係又は人的関係のある関連会社と同時に参加申請し  

ないこと。  

 法人税、消費税、地方消費税を完納していること。また、市税に係わる徴収金  

を完納していること。  

 障害者の雇用の促進に関する法律 (昭和３５年法律第１２３号 )を遵守している  

こと。  

         



 (7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)  

(9)  

(10)  

 次の令和元 ･2･3年度大阪市入札参加有資格者名簿に登録していること。  

「０１－０２－０１  電気設備」  

「０１－０２－０４  空調・冷暖房・換気設備」  

「０１－０２－１０  ポンプ設備（道路排水、小規模プール含む）」  

「０１－０４－０１  火災報知器・消火設備・避難用設備等」  

「０１－０８－０１  貯水槽清掃・点検」  

「０１－１５－０１  建物（ねずみ・衛生害虫駆除）」  

「０１－１７－０１  施設警備」  

「０２－０３－０１  電気設備等運転操作管理」  

「０２－０３－０２  空調等設備運転操作管理」  

「０２－０３－０６  その他運転操作管理」  

 

 過去２年以内に 1年以上の「遊泳用プールの運転管理」業務の実績を有すること。 

 建築物環境衛生総合管理業の登録をしていること。  

 当該業務において仕様書等および関係法令等に従って、安全かつ確実に履行で  

きること。また、次のとおり資格者を配置させること。（一人が①から④のうち  

複数を兼任することができる）  

  ①当該業務の責任者を従事させること。  

  ②第３種電気主任技術者以上の資格を有する者を配置させること。  

  ③１級ボイラー技士以上の資格を有する者を配置させること。  

  ④危険物取扱責任者（甲種または乙種第四類）、消防設備点検資格者および  

   建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者を配置させること。  

 

６．入札参加申請  

(1)  申請書類  ①入札参加申請書（兼誓約書）※  

②大阪市入札参加資格審査結果通知書及び申請内容確認書  

（写し）  

③使用印鑑届  ※  

④印鑑証明書（③の印鑑の証明書）  

⑤委任状  ※（代理人を選任した場合）  

⑥同意書  ※  

⑦取引証明書  ※（過去２年以内に１年以上の「遊泳用プール

の運転管理」業務（契約書等の写し可））  

⑧会社概要（資本金、従業員数、取扱業務等が明記されたパ  

 ンフレット等でも可）  

⑨障害者雇用状況報告書（令和３年６月付で職業安定所に  

 提出したものの写し）  

 常時雇用労働者数、障害者数、障害者雇用率がわかること  

⑩その他入札参加資格が確認できる書類  

 ○建築物環境衛生総合管理業の資格を有する免状の写し  

○第 3種電気主任技術者以上の資格を有する者の免状の写し  

 ○ 1級ボイラー技士の資格を有する者の免状の写し  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

(2)  

 

(3)  

(4)  

(5) 

(6) 

 

  ○甲種または乙種第４類の危険物取扱者の資格を有する者  

  の免状の写し  

 ○建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者の免状の写し  

 ○消防設備点検資格者の資格を有する者の免状の写し  

 

 当協会指定様式（※印）は、このホームページからダウン  

ロードが可能です。  

 

申請書類および  

仕様書の交付場所  

 大阪市障害者福祉・スポーツ協会ホームページ  

  http://www.fukspo.org/news.html  

申請受付方法   持参または郵便（簡易書留郵便等）  

申請受付期間   公告日から令和３年１１月２５日午後５時まで  

申請受付場所   「４．担当」に同じ  

 審査結果通知   令和３年１２月２日（木）に、入札参加資格の審査結果  

を通知する。  

 なお、入札参加資格を認めなかった場合には、その理由を  

付して通知する。  

７．入札参加資格を認めなかった申請者に対する理由の説明  

  入札参加資格を認められなかった申請者は、その理由について説明を求めるこ  

とができるので、令和３年１２月１３日（月）午後５時までに「４．担当」に書面を  

持参すること。  

 なお、回答は令和３年１２月２０日（月）までに行います。  

 ８．質問事項の受付、締切及び回答   

 (1) 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

仕様書等の内容に関する質問は、書面により提出すること。   
 質問は、別紙「質問票」に記載し、電子メールにより提出すること。（提出先は「４．担当」に同じ） 

  電子メール送信先： nna2205@fukspo.org 

 

 質問の受付は、令和３年１２月２日（木）から１２月２７日（月）午後５時まで（必着）とする。 

 締切以降の質問については受け付けない。 

 

 質問に対する回答については、令和３年１２月２７日（月）から令和４年１月１１日（火）までに、 

参加認定者全員にメールで回答します。 

 

 ９．入札執行日時及び場所等  

 (1) 

 

 

(2) 

(3) 

(4) 

入札書受付日時  令和４年１月１７日（月）午後１時３０分から午後２時まで 

  入札時、事業請負申込書(入札書)を提出すること。 

 なお、入札者の記名押印がないものは提出がなかったものとみなす。 

 

 開札日時 令和４年１月１７日（月）午後２時  

 再度入札 ２回目の再度入札を行っても落札しない場合は、入札を打ち切る。  

 場所 大阪市長居障がい者スポーツセンター ２階 会議室 

 〒５４６－００３４大阪市東住吉区長居公園１番３２号 

 

 １０．入札に参加することができない者  

   入札参加資格を認められた者で、入札参加資格の審査結果の通知時から開札時までの間において、 

「５．入札参加資格」の要件を満たさなくなった者。 

 



 

 

 

 １１．入札方法等  

(1) 

(2) 

入札方法  紙入札により行う。 

入札書記載金額   消費税を除く総額を記載すること。 

 入札者は消費税および地方消費税にかか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（消費税を除く）を入札書に記載す 

ること。 

１２．落札者の決定方法 

(1) 

 

(2) 

 予定価格の制限範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、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。 

 同価の入札をした者が２人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。（この際、届出印鑑が必 

要） 

１３．入札保証金等 

(1) 

(2) 

 

 

(3) 

(4) 

入札保証金  免除 

契約保証金  要（契約金額の１００分の１０以上を納付） 

 ただし、大阪市契約規則第３７条第１項第１号の規定に該当する場合は、 

契約保証金を免除する。 

保証人   不要 

契約書作成の要否   要 

１４．入札当日に必要なもの 

(1) 

(2) 

(3) 

 入札参加認定通知書 

  事業請負申込書（入札書） 

  代表者印または代理人印 

１５．入札の無効 

(1) 

 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

（12) 

 

(13) 

  この一般競争入札は、当協会が大阪市障がい者スポーツセンターの指定管理者として大阪市より指定

を受けている場合のみ有効となり、指定取消等を受けた場合は無効とする。 

入札参加資格がない者が行った入札 

 代理人が入札を行う場合で、委任状を提出せずに行った入札 

 指定の日時に提出されなかった入札 

 入札者の記名押印がない入札 

 同一入札について、入札者またはその代理人が、２以上の入札を行ったときの全入札 

 同一入札について、入札者及びその代理人が、各々入札を行ったときの双方の入札 

 入札金額又は入札者の氏名その他主要な部分が判読し難い入札 

 訂正印のない訂正、削除、挿入等による入札 

 入札に関し不正な行為を行った者が行った入札 

 最低制限価格を設定した入札については、最低制限価格に達しない入札 

 再度の入札(２回目以降の入札)の場合にあっては、前回最低入札価格以上の価格で行った入札 

なお、無効の入札をした者は再度の入札に参加することはできない。 

 その他、入札に関する条件に違反した入札 

        



 

 １６．その他  

 (1) 

 

(2) 

 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

  落札決定後、契約締結までに落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置を 

受けたときは、契約の締結を行わない。 

  契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除 

外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがある。 

  契約手続において使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。 

  提出済の入札書の書き換え、引き換え、撤回をすることはできない。 

 個人にあっては、本人、法人にあっては代表者か代理人が記名押印する。 

 落札者に決定したときは、遅滞なく契約締結の手続きを行う。 

 

 


