
 

 

３交野市入札公告第３１号 

 

入  札  公  告 

 

下記のとおり制限付一般競争入札（電子入札事後審査型・同時登録方式【試行】）を行う

ので公告する。 

 

 令和４年２月３日 

 

交野市長 黒 田  実 

（公印省略） 

 

  本件は、交野市電子入札システム（大阪地域市町村共同利用電子入札システム）を

用いて入札するが、試行的な取り組みとして、電子入札システムの利用者登録と参加

申込を合わせて行うため、参加希望者は本公告を熟読のうえ、指定の期間に合わせて

手続きを行うこと。 

 

■手続きの大まかな流れ 

 

 参加希望者：制限付一般競争入札参加申出書を提出。  

       ※電子入札用のパスワード（任意の数字６ケタ）を必ず記載。 

 

   市  ：提出された参加申出書を基に電子入札システム上の業者登録を行う。 

       ※内容に不備があった場合のみ申出者に連絡。 

 

  参加希望者：申出日の翌々日（土日祝を除く）以降、交野市電子入札システムに 

        ＩＣカードの利用者登録（※１、２）を行う。 

 

  以上で、交野市電子入札システムに参加する準備が完了。利用者登録後、一旦全て

のブラウザを閉じ、再度ブラウザを起動して、交野市電子入札システムにアクセスす

ること。 

 

 ※１ 大阪地域市町村共同利用電子入札システムホームページ内の「はじめてご利用

になる方へ」（http://www.nyusatsu.ebid-osaka.jp/hajimete.html）を参照。 

 ※２ 下記ＵＲＬの「電子入札システムへ」から、利用者登録ページへ進む。 

 http://www.nyusatsu.ebid-osaka.jp/pan/start.do?KIKAN_NO=0230&SCREEN_ID=PAN010 



記 

 

１．入札に付する事項 

 （１）工事名      旧交野市立第 1認定こども園解体工事 

  （２）工事場所    交野市私市１丁目２９－１ 

  （３）工事概要    こども園棟解体   一式 

             アスベスト除去工事 一式 

             外部工作物解体   一式（植栽等一部残置） 

（４）工  期    令和 4年 3月 2日から令和 5年 3月 10日まで 

  （５）予定価格    １０１，３４３，０００円（税込） 

              ９２，１３０，０００円（税抜） 

  （６）最低制限価格   ７８，４８０，０００円（税抜） 

 

２．入札に参加する者に必要な資格 

本入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項各号の規定に該

当しない者であること。 

（２）令和３年度の交野市入札参加有資格者名簿[建設工事]の[解体工事]に登録されて

いること。 

（３）（２）の登録において、営業所等が大阪府内に設置されている業者であること。 

（４）施工実績については、平成 23年度以降に、官公庁が発注する「建築物の解体工事

（※）」で市内業者は予定価格の 15％以上、準市内業者は予定価格の 25%以上、

その他の府内業者については 40％以上（いずれも税抜額)のものを、元請として

請負契約を締結し、誠実に履行していること。 

   ※建築物の解体工事とは、以下のいずれかに該当するものをいう。 

    ①建設業法上の解体工事として発注された、建築物の解体工事 

    ②令和元年 5 月 31 日以前にとび・土工工事として発注された、建築物の解体

工事 

    ③建築物の解体工事を含む建築一式工事として発注された工事。ただし、建築

物の解体工事にかかる費用が、指定する実績金額を満たしていることが内訳

書等で確認できる場合に限る。 

   ※土木工作物の解体工事は、履行実績として対象としない。 

（５）本工事に必要な建設業の許可を有し、必要な技術者を配置できること（受注者と

して建設業法に定める額以上の下請契約を結ぶ場合には、特定建設業の許可を有

し監理技術者を配置できること。）。 

  （６）交野市建設工事等指名停止要綱による指名停止等の期間中でないこと。 



  （７）令和２年度に本市の制限付一般競争入札において落札実積がある場合、本市工事

検査室の工事成績評定点の平均が 65点以上であること。 

  （８）次の各号のいずれにも該当しないこと。 

     イ 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその

支店の代表者をいう。以下この項において同じ。）が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。以下「暴力団対策法」とい

う。）第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」と

いう。）であると認められる者。 

     ロ 暴力団（暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項に

おいて同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。 

     ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認めら

れる者。 

     ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ていると認められる者。 

     ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められる者。 

  （９）本件は令和４年度分の落札実績としてみなすため、入札日において、本市の工事

業種（土木、舗装、建築等全 29種）における、令和４年度分とみなす他の制限付

一般競争入札の落札実績がないこと。ただし、交野市内に本店を置く業者は、技

術者が配置できる限り２件まで同時に落札できる。 

 

３．入札参加の申出 

  （１）本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。 

・制限付一般競争入札（電子入札事後審査型・同時登録方式【試行】）参加申出書 

  （２）申出書の配布及び受付 

     日  時：令和 4年 2月 3日（木）～令和 4年 2月 16日（水） 

     配布方法：制限付一般競争入札（電子入札事後審査型・同時登録方式【試行】）参

加申出書を本市財務課ホームページよりダウンロード。 

     受付場所：交野市私部 1-1-1 交野市財務課 

          ※制限付一般競争入札参加申出書等は、持参するものとし、郵送又は

電送によるものは受け付けない。 

          ※受付は土、日、祝日を除く毎日午前 9時から午後 5時 30分まで 

  （３）参加申出書には、「交野市入札参加資格者名簿登録番号」（５ケタの数字。市ホー

ムページ（※１）で自らの番号を確認）及び「電子入札システムで使用するパス



ワード」（任意の６ケタの数字。）を記入する欄があるので、両方とも必ず記入す

ること。 

  （４）参加申出者名以外の名義でＩＣカードを作っている場合は、電子入札用の委任状

を参加申出書とあわせて提出すること。 

  （５）参加申出書を提出した者は、原則、申出日の翌々日以降に「交野市・交野市水道

局電子入札・契約情報（※２）」のページから「電子入札システムへ」に進み、Ｉ

Ｃカードの利用者登録作業を行うこと。ただし、内容に不備等があった場合のみ、

該当の申出者に連絡を行う。 

  （６）入札参加申出書の受付及び電子入札システムの利用者登録完了をもって参加確認

とする。申出を行った者は、公告を掲載しているページから入札関係書類（入札

説明書・入札内訳書等）をダウンロードし、熟読すること。 

 

 ※１ https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2021040100015/ 

 ※２ http://www.nyusatsu.ebid-osaka.jp/pan/start.do?KIKAN_NO=0230&SCREEN_ID=PAN010 

 

   なお、電子入札システムの操作方法等が分からない場合は、大阪地域市町村共同利用

電子入札システム（http://www.nyusatsu.ebid-osaka.jp/）のページか、電子入札シ

ステムコールセンター（電話 072-332-638 メール info-nyusatsu@ebid-osaka.jp）を

活用すること。 

 

４．現場説明 

   現場説明は行わない。 

 

５．設計図書（仕様書、設計書）等の公開及び質問 

  （１）公開日時  令和 4年 2月 3日（木）～入札日まで 

  （２）公開方法  本市財務課ホームページ（公告掲載ページ） 

  （３）設計図書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問内容を記載しメールによ

り送信すること。 

     ア 質問送信日時 令和 4年 2月 14日（月）午前 11時までに 

 イ 送信先  財産管理課 

メール：zaikan@city.katano.osaka.jp 

         電 話：072-892-0121 

        ※質問を送信した者は、必ず電話で着信確認を行うこと。 

（４）６（３）の質問に対しては、次のとおり回答する。 

     ア 回答日時  令和 4年 2月 16日（水）午後 3時以降 

※質問が無かった場合には、回答日時より前にその旨を掲載する

場合がある。 



     イ 回答方法  公告掲載ページにて回答を掲載。 

※自らの質問が反映されているか、必ず確認すること。 

 

６．契約条項等の閲覧 

   交野市財務規則及び工事請負契約約款については、閲覧することができる。 

     閲覧場所  財務課（交野市私部 1-1-1 交野市役所 本館 2階） 

 

７．入札執行について（電子入札） 

  （１）入札に参加する者は、定められた期間中に、交野市電子入札システムを用いて、

入札金額を入力すること。その際、必ず参加申出書（電子入札システム添付用）

と入札内訳書をシステムに添付して提出すること。添付のない入札は無効となる。 

     ア 入札期間  令和 4年 2月 18日（金）午前 9時～2月 24日（木）午後 1時 

             ※ただし、平日午前 9時～午後 5時に限る。 

     イ 開札日時  令和 4年 2月 24日（木）午後 4時 

（２）入札参加者は、設計図書等及び現場等を熟覧のうえ総価により入札しなければな

らない。なお、入札金額は、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、見積った契約希望金額の 110分の 100に相当する金額（税抜き金

額）を記載すること。 

  （３）入札執行回数は 1回を限度とする。 

  （４）その他の手続きについては、入札案件説明書及び入札説明事項のとおりとする。 

 

８. 落札候補者の決定方法 

   落札候補者の決定方法は次のとおりとする。 

（１）予定価格と最低制限価格の範囲内で行われた有効な入札のうち、最も安価な価格

を提示したものを落札候補者（第 1 位）とし、以下、安価な順に落札候補者の順

位とする。 

（２）同価の入札が複数あった場合は、電子入札システム内のくじにて順位を決定する。 

 

９. 入札参加資格審査及び落札者の決定 

   落札候補者（第 1位）となった者は、開札日当日を含めて３日以内（土曜・日曜日、

祝日を除く）に次の書類を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。審査

の結果、資格があると確認された場合は落札者と決定する。もし、資格がない場合は、

次順位の者を審査し、以下も同様とする。なお、審査の結果はメールにて通知する。 

ア ２（５）に掲げる配置予定の技術者資格を証する書面の写し 

イ 前記の技術者が申請業者に現在勤務していることを証明する書類（健康保険被保

険者証等） 

ウ ２（４）の施工実績を証する書面又は契約書の写し 



エ 経営事項審査結果通知書（本入札公告日現在、最新のもの）の写し 

 

10．契約保証金 

   契約の締結に際しては、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付しなければ

ならない。ただし、次に該当するときは契約保証金を免除する。 

  （１）契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

（保険金額は契約金額の 10分の 1以上とする） 

 

11．支払条件 

   前払金 有 

   部分払 無 

 

12．担当部署 

   事業担当      財産管理課 

   入札（契約）担当  財務課 


