
入札説明書（入札公告） 

 

令和２年 12月７日 

公立大学法人大阪理事長 

 

次のとおり一般競争入札を執行するので公告する。 

なお、本入札は、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、郵便方式で実施するも

のとし、入札事務に関係のない公立大学法人大阪（以下「本法人」という。）の職員１人が

開札に立ち会い、開札における入札者の立会い、傍聴はできないこととする。 

 

1 入札に付する事項 

(1) 名  称  公立大学法人大阪 看護学部学舎(仮称)建設事業地質調査業務委託 

(2) 履行場所  大阪市阿倍野区旭町1-4-3 大阪市立大学医学部 

(3) 履行期間  契約締結日～令和３年３月31日 

(4) 仕 様 等 仕様書のとおり 

 

2 入札参加資格 

次に掲げる要件を、入札参加申請時から落札決定時までの間すべてを満たした者は入札

に参加することができる。 

(1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 成年被後見人  

イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により

なお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89

号)第11条に規定する準禁治産者 

ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの  

エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補

助人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得

ていないもの 

カ 破産者で復権を得ない者  

キ 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 

(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開

始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同

法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立て

をしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の

規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例による



こととされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会

社更生法(昭和27年法律第172 号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の

規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)

をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、

新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開

始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又

は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 

(4) 最近1事業年度の消費税及び地方消費税を完納していること。 

(5) 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 

(6) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当しない

こと。 

(7) 大阪府の令和２年度測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格者名簿又は

大阪市の令和２・３・４年度入札参加資格者名簿（測量・建設コンサルタント等）

の業務種別「200：地質調査」で登録していること。 

(8) 当該入札に参加しようとする者で、「資本関係・人的関係等に関する調書」により関

連会社とみなされた者は1者しか参加することができない。 

(9) 直接雇用関係を有する次の技術者を配置できること 

・主任技術者 

次のいずれかの資格を保有するものとする。 

（ａ） 技術士法（昭和58年法律第25号。以下同じ）による第二次試験のうち技術部門

を建設部門（選択科目を「土質及び基礎」とするものに限る。）とするもの

に合格し、同法による登録を受けている者 

（ｂ） 技術士法による第二次試験のうち技術部門を応用理学部門（選択科目を「地質」と

するものに限る。）とするものに合格し、同法による登録を受けている者 

（ｃ） 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門（選択科目を「建設

一般」並びに「土質及び基礎」とするものに限る。）とするものに合格し、同

法による登録を受けている者 

（ｄ） 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門（選択科目を「応用

理学一般」並びに「地質」とするものに限る。）とするものに合格し、同法による

登録を受けている者 

（ｅ） 上記（ａ）から（ｄ）と同等の経験と能力を有する者 

（国土交通大臣（旧建設大臣）が、同程度の知識及び技術を有するものと認

定した者） 

（ｆ） （一社）建設コンサルタンツ協会が認定するシビルコンサルティングマネー

ジャ（ＲＣＣＭ）（技術部門を「地質部門」若しくは「土質及び基礎部門」

とするものに限る。）の資格を有し、登録を受けている者 



（ｇ） （一社）全国地質調査業協会連合会が認定する地質調査技士（現場技術・管

理部門 

 

3 入札参加申請 

(1) 申請書類 

入札参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 

① 一般競争入札（郵便方式）参加申請書（様式第１号）  ・・・１部 

② 資本関係・人的関係等に関する調書 （様式第２号）  ・・・１部 

③ 配置予定技術者等調書（様式第３号）     ・・・２部 

④「２. 入札参加資格(9)」の者が有する資格を確認できる 

資格証等の写し      ・・・２部  

⑤上記④の者について、直接的な雇用関係を確認できる下記の 

いずれかの証明書の写し     ・・・２部                                                      

   社会保険 

     ・標準報酬決定通知書の写し   

・被保険者資格取得届の写し   

・健康保険被保険者証の写し（所属会社が判るもの）  

雇用保険   

・被保険者証の写し   

・被保険者資格取得等確認通知書の写し（事業主通知用） 

    その他   

・市町村発行特別徴収税額決定通知書の写し（特別徴収義務者用）   

・その他公的書類で雇用が確認できる書類の写し 

 

※その他提出書類に関し、説明・追加資料をもとめることがある。なお、提出され

た書類は返却しない。また、受付後の一般競争入札（郵便方式）参加申請書の撤回

は認めない。 

※提出書類に記載された個人情報については、提出にあたり必ず当該人物の同意を

得ること。 

(2) 申請書類等の受付期間および受付場所 

① 受付期間  公告の日から令和２年12月21日(月)までの土・日・祝日を除く毎日、

午前9時から午後5時まで（正午から午後0時45分までを除く。） 

② 受付場所   契約担当課（16.担当課(1)に同じ） 

(3) 申請書類は、入札参加申請期限までに受付場所に持参又は郵送にて提出しなければな

らない。郵送する場合は、必ず「一般書留」又は「簡易書留」のどちらかの方法に

よるものとする。 

(4) 申請書類の作成及び提出にかかる費用は提出者の負担とする。 

(5) 提出された資格審査資料は、提出者に無断で他に使用しない。 

 



4 入札参加資格の確認通知 

一般競争入札（郵便方式）参加申請書を提出した者に対し、その結果を令和３年１月６

日（水）付で一般競争入札（郵便方式）参加申請書に記載の担当者あてFAXにて通知す

る。また、入札参加資格を認めなかった者には、参加できない理由を付して通知する。 

 

5 仕様書に関する質問 

仕様等の内容についての質問は、次のとおりとする。なお、いかなる理由においても期

限を過ぎた質問については受け付けない。 

① 受付期間  公告の日から令和３年１月６日(水)までの土・日・祝日及び12月29

日（火）～12月31日（木）を除く毎日、午前9時から午後5時まで（正

午から午後０時45分までを除く。） 

② 質問方法  公立大学法人大阪ホームページ「入札・調達情報」＞公立大学法人

大阪・大阪市立大学「入札・契約情報サービス」（以下「ホーム 

ページ」という。）の「各種様式等」に掲載している「仕様書に対

する質問書」に記入し、事前に契約担当課へ電話連絡の上、持参ま

たはFAXにて受け付ける。 

       （受付先：契約担当課 TEL：06-6605-2042 FAX：06-6605-3611） 

③ 回答方法  令和３年１月13日(水)付でホームページの「お知らせ」に掲載す

る。ただし、質問がない場合は、掲載しない。 

 

6 契約条項を示す場所 

ホームページの本案件の記事に掲載 

 

7 入札書の提出期限及び提出場所 

  ① 提出期限 令和３年１月21日（木）午後５時必着 

  ② 提出場所 契約担当課（16.担当課(1)に同じ） 

 

8 開札の日時及び場所 

① 日時    令和３年１月22日(金)  午後２時 

② 場所    大阪市立大学１号館１階入札室 

 

9 入札に参加することができない者 

(1) 入札参加申請期限までに申請をしなかった者 

(2) 入札参加資格を認められなかった者 

(3) 入札参加申請時から開札日までの間において、公立大学法人大阪入札参加停止要綱

に基づく停止措置を受けた者 

(4) 入札参加申請時から開札日までの間において、公立大学法人大阪暴力団排除措置及

び不当介入対応要綱第3条の規定に該当した者 

 



10 入札方法 

(1) ホームページの本案件の記事に掲載している所定の入札書をダウンロードして使用

すること。なお、入札書は、本法人より紙での配付を行わない。 

(2) 入札書は入札用封筒に入れて封かんし、さらに対象案件ごとに郵送用封筒に入れて、

「一般書留」又は「簡易書留」のどちらかによる方法で、入札書提出期限までに指

定された場所に到着するように提出しなければならない。 

(3) 入札用封筒及び郵送用封筒には、必ず、案件名称及び郵便入札参加者名（住所又は

事務所所在地、商号又は名称、氏名又は代表者氏名）を記載すること。封筒サイズ

及び記入方法は、公立大学法人大阪 看護学部学舎(仮称)建設事業地質調査業務委

託の契約に係る一般競争入札（郵便方式）入札心得の別紙「郵便入札用封筒につい

て」のとおりとする。 

(4) 入札書は、本法人への直接持参は認めない。 

(5) 入札書提出期限までに到達しない入札書は無効扱いとする。 

(6) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10（軽減税率

対象物品の買入については100分の８）に相当する額を加算した金額（加算した金額

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、見積もった契約希望金額の110分の100（軽減税率対象物品

の買入については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。 

(7) 入札書の「くじ番号」欄に、任意の３桁のアラビア数字「０００～９９９」を記入

すること｡「０」の桁も必ず記入すること。 

(8) 開札の立会いは、入札事務に関係のない本法人の職員1人が行うものとし、郵便入

札参加者等の開札の立会い又は傍聴は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から

認めないものとする。 

(9) 入札者は、提出済みの入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

(10) 開札の結果、落札者がいないときには、再度入札を行う。この場合において、再度

の入札は２回以内とする。再度入札の日時等については、開札日の午後５時までに

ホームページの「お知らせ」に掲載し、再度入札の参加資格を有する入札者のみに

再度入札の方法についてＦＡＸ等で通知する。 

(11) 再度の入札には、次に該当する者は参加することができない。 

ア 公立大学法人大阪 看護学部学舎(仮称)建設事業地質調査業務委託の契約に係

る一般競争入札（郵便方式）入札心得第10条第２項の規定に該当する者 

 

11 入札保証金等に関する方法 

(1) 入札保証金  免除 

(2) 契約保証金 公立大学法人大阪契約事務取扱規程第24条第1項の規定に該当する 

 場合は免除 

 

12 入札の無効 



(1)  公立大学法人大阪 看護学部学舎(仮称)建設事業地質調査業務委託の契約に係る一

般競争入札（郵便方式）入札心得第7条の規定に該当する入札 

(2)  入札に参加する資格のない者の入札 

(3)  入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札 

(4)  申請書類に虚偽の記載をした者の入札 

(5)  本法人所定の入札書を用いないでした入札 

(6)  再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札 

(7)  入札参加資格のある旨確認された者であっても、入札時点において2に掲げる入札参

加資格のない者のした入札 

 

13 落札者の決定方法 

(1) 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。 

(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、落札決定を留保した

うえで、公立大学法人大阪 看護学部学舎(仮称)建設事業地質調査業務委託の契約

に係る一般競争入札（郵便方式）入札心得の別紙「くじの方法」に定めるところに

より、落札者を決定する。くじは開札日と同日に行うものとする。 

 

14 入札結果の公表 

(1) 入札結果はホームページの「結果情報」に掲載する。なお、落札者がある場合は、

落札者へ電話又はFAXにて結果を通知し、落札者以外への個別通知は行わない。 

(2) くじにより落札者を決定した場合は、同価入札者名、同価入札者に付与した抽選番

号、同価入札者のくじ番号及びその合計額、合計額を同価入札者の数で除した「余

り」等を、ホームページの「お知らせ」に掲載する。 

 

15 契約書の提出 

(1) 落札者は、契約担当課が交付する契約書に記名押印し、指定する期限までに提出し

なければならない。 

(2) 契約担当課が指定する期限までに契約書を提出しないときは、落札はその権利を失

う。この場合は、落札金額（長期継続契約にあたっては、落札金額を1年あたりの額

に換算した額）の100分の2に相当する違約金を徴収するとともに、公立大学法人大

阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を行うことができる。 

 

16 担当課 

(1) 契約担当課 

公立大学法人大阪 法人事務局 法人管理部契約経理課 

〒558-8585 大阪市住吉区杉本3丁目3番138号 

TEL：06－6605－2042  FAX：06－6605－3611 

(2) 主管課 



公立大学法人大阪 医学部附属病院事務局施設課 

〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 

   TEL：06-6645-3425 

 

17 その他 

(1)  契約手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限

る。 

(2)  入札をした者は、入札後、仕様書、図面、設計書、現場等についての不明を理由と 

して異議を申し立てることはできない。 

(3)  落札決定後契約締結までに、落札者が公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介

入対応要綱第3条の規定に該当したときは、契約を行わないものとする。 

(4)  契約金額が500万円以上の場合、落札決定後契約締結までに、ホームページの「各

種様式等」に掲載の誓約書を提出すること。 

(5) この公告に定めのない事項については、公立大学法人大阪 看護学部学舎(仮称)建

設事業地質調査業務委託の契約に係る一般競争入札（郵便方式）実施要綱、公立大

学法人大阪 看護学部学舎(仮称)建設事業地質調査業務委託の契約に係る一般競

争入札（郵便方式）入札心得、本法人の定める諸規定及びその他各種法令の定める

ところによる。 

(6) 入札を辞退するときは、開札までに、入札辞退届を持参又は郵送にて契約担当課（16.

担当課(1)に同じ）に到着するように提出しなければならない。一旦、辞退した場

合は、それを撤回し、又は当該入札に再度参加することができない。 

(7) 本案件における契約条項について、変更を予告してある場合を除き、原則として6.

 契約条項を示す場所で掲げている契約条項から変更できないものとする。 

 


