
 1 / 5 

 

入札公告 

次のとおり条件付き一般競争入札（郵便方式）を行います。 

令和４年９月１４日 

 大阪府道路公社理事長 芝池 利尚 

１ 発注の内容 

公告番号 大阪府道路公社公告第１０号 

発注年度 令和４年度 

業務名称 鳥飼仁和寺大橋有料道路 道路施設清掃等業務（単価契約） 

履行場所 摂津市鳥飼中二丁目～寝屋川市仁和寺本町二丁目 地内 

契約期間 契約締結の日 から 令和５年１０月３１日まで 

業務概要 

委託延長         Ｌ＝１．５㎞ 

 路面清掃工            １式 

 雨水排水施設機械清掃工       １式 

 料金徴収所清掃工         １式 

 凍結防止剤散布工         １式 

予定価格 事後公表 

最低制限価格制度 採用しない 

支払い条件 月締払い 

契約不適合責任期間 なし 

 ※本入札公告のほか、契約内容等に関する詳細事項は、２(1)で交付する入札説明書等による。 

◆本件入札は、単価契約に係る案件です。 

（単価契約とは、給付を受けるべきサービス等の単位当たりの価格（単価）を取り決め、契約期

間内において給付を受けた実績数量に当該単価を乗じた金額を支払う契約です。） 

◆入札にあたっては、それぞれの業務に係る契約希望単価（消費税及び地方消費税相当額を加算

していない額）に発注予定数量を乗じて得た額の総額を入札書に記載すること。 

（発注予定数量は、あくまで想定数量であるため、実際の発注が発注予定数量に満たない場合がある。） 

◆それぞれの業務に係る契約単価の決定方法は、次の計算式により算出した金額とする（１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てる）。 

契約単価 ＝ 設計単価×落札者の入札金額（総額）÷ 設計金額（総額） 

（なお、それぞれの業務に係る契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の総額は、

端数処理のため、入札金額（総額）と一致しない場合がある。） 
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２ 入札スケジュール等 

(1)入札説明書等

の交付 

期 間 公告日から令和４年９月２６日（月）午後４時まで。 

方 法 次に示す、各交付書類名称のリンクからダウンロード 

交付資料名称 

①入札説明書 

②競争入札心得 

③一般競争入札参加資格等確認申請書（様式１号） 

④一般競争入札参加資格等確認資料（様式２号） 

⑤質問書 

⑥誓約書 

(2)入札参加申込 

   （郵便提出） 
郵便到達期限 令和４年９月２６日（月） 午後４時 

(3)入札説明書等 

に対する質問 

提出期間 

提出方法 

公告日から令和４年９月１６日（金）午後４時までに、大阪府

道路公社電子メールアドレス honsya@osaka-road.or.jp宛てメー

ルで、件名を「（鳥飼清掃）入札関係質問書提出」とした質問書

に、必要事項を記載の上、提出。 

(4)入札説明書等 

に対する質問回

答 

最終回答期限 

及び回答方法 

令和４年９月２１日（水）午後４時までに、大阪府道路公社ホー

ムページ(https://www.osaka-road.or.jp）の「入札情報」におい

て掲載 

(5)入札参加資格 

の審査結果の 

通知 

日 付 令和４年９月２８日（水）発送 

方 法 

入札参加申込者へ書面により通知 

（入札参加申込時に提出のあった封筒にて郵送） 

※公社ホームページに掲載する設計図書等に対する質問回答

の閲覧パスワードについても併せて郵送する 

(6)理由説明の要

求(参加資格が

「無」のとき) 

期  間 
令和４年１０月１２日（水）までの、土曜日、日曜日を除く、午

前１０時から正午まで及び午後１時から午後４時まで。 

方  法 
書面（自由様式）により直接持参（郵送又は電送によるものは

受け付けない。） 

提出場所 ５ 担当部署・問合せ先 

説明回答 
請求を受けた日の翌日から７日以内に、説明を求めた者に対

し書面により回答 

(7)設計図書等の

配布 

配布日 令和４年９月２８日（水）発送 

方  法 

入札参加資格の審査結果が、参加資格「有」の場合に限り、

入札参加申請時に提出されたＣＤ-Ｒに電子データを焼き付け、

郵送により配布 

配布書類 

①入札書、②契約書（案）、 

③設計図書等（設計書（表紙）、金抜設計書、数量総括表、特

記仕様書、箇所図、図面、見積参考資料）、 

④入札金額内訳書 

(8)設計図書等に 

対する質問 

提出期間 

提出方法 

令和４年１０月６日（木）午後４時までに、大阪府道路公社電

子メールアドレス honsya@osaka-road.or.jp 宛てメールで、件名

を「（鳥飼清掃）設計図書等関係質問書提出」とした質問書に、

必要事項を記載の上、提出。 

(9)設計図書等に

対する質問回答 

最終回答期限 

及び回答方法 

令和４年１０月１２日（水）午後４時までに、大阪府道路公社

ホームページ(https://www.osaka-road.or.jp）の「入札情報」に

おいて掲載。 

尚、質問回答の閲覧に必要なパスワードは、「入札参加資格

の審査結果の通知」と併せて通知（発送）します。 

(10)入札書の提出

（郵便提出） 
日  時 郵便到達期限 令和４年１０月１８日（火） 午後４時 

https://www.osaka-road.or.jp/wp-content/uploads/2022/09/2022091402torigaiseisougyoumunyuusatsusetsumeisyo.pdf
https://www.osaka-road.or.jp/wp-content/uploads/2022/09/2022091403torigaiseisougyoumunyuusatsukokoroe.pdf
https://www.osaka-road.or.jp/wp-content/uploads/2022/09/2022091404torigaiseisougyoumunyuusatsusankamousikomi.docx
https://www.osaka-road.or.jp/wp-content/uploads/2022/09/2022091405torigaiseisougyoumunyuusatsusankakakuninsiryou.docx
https://www.osaka-road.or.jp/wp-content/uploads/2022/09/2022091406torigaiseisougyoumugyoumushitsumonsyo.docx
https://www.osaka-road.or.jp/wp-content/uploads/2022/09/2022091407torigaiseisougyoumugyoumuseiyakusyo.docx
mailto:honsya@osaka-road.or.jp
https://www.osaka-road.or.jp/
mailto:honsya@osaka-road.or.jp
https://www.osaka-road.or.jp/
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(11)開札日 令和４年１０月１９日（水） 午前１０時００分 

※本入札公告のほか、発注スケジュール等に関する詳細事項は、上記２(1)で配布する入札説明書等に

よる。 

３ 入札参加資格 

 入札参加者は下記項目をすべて満たしていること。 

(1) 登録業種 ・令和４・５・６年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿中 

「舗装道機械清掃（種目コード０３９）」及び「雨水排水施設機械清掃（種

目コード０４０）」に登録されている者であること。 

(2) 許認可等 ・「大阪府都市整備部舗装道機械清掃業務及び雨水排水施設機械清掃業務に

係る入札参加資格事前審査取扱要領」に基づく舗装道機械清掃業務及び雨

水排水施設機械清掃業務の令和４年度の認定を受けている者であること。 

(3) 地域要件 ・大阪府の区域内に事業所を有し、かつ、作業基地（路面清掃車、散水車、

ダンプトラック、高圧洗浄車、バキューム車及び給水車の車両保管所）が

次の地域内にある者であること。 

・豊中市、池田市、箕面市、豊能郡豊能町及び能勢町 

・吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町 

・守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市 

・東大阪市、八尾市、柏原市 

・大阪市（北区、此花区、福島区、中央区、西淀川区、淀川区、東淀川区、 

都島区、東成区、生野区、旭区、城東区、平野区、鶴見区） 

(4) 一般事項 ①次の(ア)から(ク)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) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(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 

(ク) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当する

と認められる者（同項各号のいずれかに該当すると認められることによ

り、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その

措置期間を経過した者を除く。）又はその者を代理人、支配人その他の

使用人若しくは入札代理人として使用する者 

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る者又は申立てをなされている者

（同法第３３条第１項の再生手続開始の決定を受け、かつ、大阪府入札参

加資格審査要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定が

なされた者を除く。）、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７



 4 / 5 

 

 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している者又は

申立てをなされている者（同法第４１条第１項の更生手続開始の決定を受

け、かつ、同要領に基づく物品・役務委託関係競争入札参加資格の再認定

がなされた者を除く。）、金融機関から取引の停止を受けている者その他

の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

③大阪府の区域内に事業所を有すること。 

④府税に係る徴収金を完納していること。 

⑤消費税及び地方消費税を完納していること。 

⑥大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格審査申請書（添付書類を含む。）

又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は

重要な事項について記載をしなかった者でないこと。 

⑦この公告の日から入札の日までの期間において、次の(ア)から(エ)のいずれにも該

当しない者であること。 

(ア)大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けてい

る者 

(イ)大阪府入札参加停止要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者 

(ウ)大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等から暴力団の排除に係る措

置に関する規則（令和２年大阪府規則第６１条）（以下「暴力団排除措

置規則」という。）第３条第1項に規定する入札参加除外者（(3)キに掲

げる者を除く。）、同規則第９条第１項に規定する誓約書違反者（(3)

キに掲げる者を除く。）又は同規則第３条第１項各号のいずれかに該当

すると認められる者（(3)キに掲げる者を除く。） 

(エ)大阪府又は大阪府道路公社との契約において、談合等の不正行為があ

ったとして損害賠償の請求を受けている者（本公告の日までに当該請求

に係る損害賠償金を納付した者を除く。） 

※この入札公告のほか、入札手続等に関する詳細事項は、上記２(1)で交付する入札説明書等によ

る。 

４ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者が提出した入札書、並びに入札心得、

入札公告及び入札説明書等において示した条件等、入札に関する条件に違反した者が提出した入

札書は無効とする。 

なお、無効の入札書を提出した者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

５ 担当部署・問合せ先 

〒540-0012 大阪市中央区谷町三丁目１番１８号 （ＮＳ２１ビル４階） 

大阪府道路公社 総務チーム 

電話番号 ０６－６９４１－２５１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 / 5 

 

６ 提出書類一覧 

※この入札公告のほか、入札手続き等に関する詳細事項は、上記２(1)で交付する入札説明書等によ

る。 

 １）入札参加申請者の提出書類等 

 書類等名称 提出方法 

入札参加申請 

手続き 

①一般競争入札参加資格等確認申請書（様式１号） 

②一般競争入札参加資格等確認資料（様式２号） 

③令和４・５・６年度大阪府物品・委託役務関係競争入札

参加資格受付票 

④令和４年度大阪府都市整備部舗装道機械清掃業務及び雨

水排水施設機械清掃業務に係る入札参加資格事前審査結

果通知メール（写） 

⑤CD-R（未使用のもの）及び梱包材（保護材） 

 ・設計図書等の電子データを焼き付け、入札参加資格審

査の結果（通知）と併せて後日郵送します。なお、参

加資格「無」の場合はデータなしで返却します。 

⑥返信用封筒（レターパックライト（日本郵便(株)封筒）） 

 ・宛名欄には申請者の住所・氏名（担当部署及び担当者

名）を記載してください。 

 

提出部数：１部 

「 ５  担 当 部

署・問合せ先」

まで郵送 

 

 

 

 ２）入札参加者の提出書類 

 書類等名称 提出方法 

入札書等の提出 

①入札書 

②入札金額内訳書 

 ・設計図書等交付時に配布する様式を使用すること。 

「 ５  担 当 部

署・問合せ先」

まで郵送 

 

 

 

 ３）落札候補者の提出書類（提出期日は別途、落札候補者に通知します。） 

 書類等名称 提出方法 

誓約書等 

①「２ 入札スケジュール等 (5)入札参加資格の審査結果

の通知」において交付された入札参加資格審査結果通知

書（写し） 

② 誓約書 

「 ５  担 当 部

署・問合せ先」

まで持参 

 

 


