
入 札 公 告 

社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団と社会福祉法人大阪府社会福祉事業団の紙おむつ売買契

約に係る入札参加業者募集について次のとおり公告する。 

入札参加者は、この「公告」のほか、「入札説明書」及び「入札心得」の内容を遵守するととも

に、契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札を行うこと。 

令和３年 10月 5日 

社会福祉法人 大阪府障害者福祉事業団 

理事長  飯 田 哲 司 

    社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団 

理事長  行 松 英 明 

 

1、 発注者 

社会福祉法人 大阪府障害者福祉事業団 ≪担当法人≫ 

   大阪府富田林市大字甘南備２１６番地 

   TEL  0721-34-3562 ／ FAX 0721-34-2121 

 

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団  

   大阪府箕面市白島三丁目５番５０号 

   TEL  072-724-8166 ／ FAX 072-724-8165 

 

 

2、 契約概要等 

（1）業 務 名 紙おむつ売買契約 

（2）業 務 場 所 

  ◆大阪府障害者福祉事業団の運営施設 

   ①こんごう（富田林市大字甘南備 216番地） 

   ②にじょう（富田林市大字甘南備 216番地） 

   ③特別養護老人ホームかんなびのさと（富田林市大字甘南備 216番地） 

 

  ◆大阪府社会福祉事業団の運営施設 

①特別養護老人ホーム美原荘（堺市美原区平尾 595番 1号） 

   ②特別養護老人ホーム美原荘「すごうの郷」（堺市美原区菅生 1番地 1） 

   ③特別養護老人ホーム春日丘荘（茨木市南春日丘 7丁目 11番 22号） 

   ④特別養護老人ホーム春日丘荘「彩の家」（茨木市南春日丘 7丁目 11番 48号） 

   ⑤特別養護老人ホーム四條畷荘（四條畷市北出町 28番 1号） 

   ⑥特別養護老人ホーム光明荘（和泉市伏屋町 3丁目 8番 1号） 

   ⑦特別養護老人ホーム高槻荘（高槻市郡家新町 48番 7号） 

   ⑧特別養護老人ホーム白島荘（箕面市白島 3丁目 5番 50号） 

   ⑨東大阪養護老人ホーム（東大阪市新上小阪 11番 2号） 



   ⑩特別養護老人ホーム永寿園とよなか（豊中市新千里南町 3丁目 2番 122号） 

   ⑪特別養護老人ホーム豊寿荘（豊中市新千里西町 2丁目 7番 2号） 

   ⑫特別養護老人ホームみずほおおぞら（豊中市走井 3丁目 5番 35号） 

      ⑬介護老人保健施設かがやき（豊中市刀根山元町 5番 60号） 

 

＊尚、上記施設以外にも大阪府障害者福祉事業団及び大阪府社会福祉事業団が運営する施設 

であれば適用するものとする。 

 

（3）主 要 用 途 障がい者支援施設（施設入所支援）、特別養護老人ホーム、短期入所、 

養護老人ホーム、他 

（4）業務概要等 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団及び社会福祉法人大阪府社会福祉 

         事業団が運営する事業所への紙おむつの納入 

（5）契 約 期 間 2022年 4月 1日 ～ 2023年 3月 31日 

（6）契   約 契約は法人ごとの一括契約、単価契約 

          

3、入札参加資格  

（1）入札説明書で示す参加資格をすべて満たしていること。 

  （2）入札参加資格の認定      

入札参加資格確認申請書の提出の日までに、『令和元・２・３年度 大阪府入札参加資 

格』において認定を受けていること（令和３年 10月 18日時点に大阪府のホームページ 

でその内容を確認できること）。 

（3）実績等 

   ①病院又は社会福祉施設での紙おむつ売買の実績があること。 

②受注実績が過去 3 年間に、上記 2、契約概要等に掲げる業務と同規模程度又は契約実

績数として７割程度の業務を元請として完全に履行した受注実績を有していること。 

 ただし、受注実績については複数契約の合計でも差し支えないものとする。 

 

4、交付書類一覧 

  【公告時交付書類一覧】 

  （1）入札公告等 

    ①入札公告 

    ②入札説明書（物品・委託役務） 

    ③入札心得（物品・委託役務） 

    ④入札参加資格確認申請書類 

    ・入札参加資格確認申請について 

    ・入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

    ・連絡票（様式第２号） 

    ・使用印鑑届（様式第３号の１） 

    ・委任状兼使用印鑑届（様式第３号の２） 

    ・契約（取引）実績調書（様式第４号の１） 



    ・契約（取引）実績に係る証明書（様式第４号の２） 

    ・誓約書（様式第６号） 

    ・入札辞退届（様式第１０号） 

     

【入札参加資格確認後の交付書類一覧】 

（1）入札通知等 

  ①入札通知書 

  ②入札参加資格確認結果通知書 

  ③入札関係書類 

  ・入札参加について 

  ・質問書（様式第７号の１） 

  ・委任状（様式第８号） 

  ・入札書（様式第９号） 

    ・一般入札参加商品事前提出届 

 

（2）仕様書・契約関係書類等 

  ①仕様書 

  ②契約書等 

  ・契約書（案） 

  ・大阪府暴力団排除条例の施行に伴う事業者からの「誓約書」 

 

5、提出書類一覧 

  【提出時期】 

  （1）入札参加申請時 

    ・4、交付書類一覧【公告時交付書類一覧】(1)入札公告等の④入札参加資格確認申請 

書類の「入札参加資格確認申請について」参照 

（2）入札商品・パンフレットの提出 

    ・4、交付書類一覧【入札参加資格確認後の交付書類一覧】(2)仕様書・契約関係書類 

等の①仕様書の「紙おむつ売買契約に係る仕様書」参照 

  （3）入札時 

・4、交付書類一覧【入札参加資格確認後の交付書類一覧】(1)入札通知等の③入札関 

係書類の「入札参加について」参照 

 

6、入札日程 

（1）入札説明資料等の交付期間 

令和３年 10月 5日（火） ～ 令和３年 10月 18日（月） 

各法人のホームページよりダウンロードが可能 

      大阪府障害者福祉事業団ホームページ（https://www.sfj-osaka.net/） 

大阪府社会福祉事業団ホームページ（http://www.osj.or.jp/） 

 

https://www.sfj-osaka.net/
http://www.osj.or.jp/


（2）入札参加資格申請書提出締切日   

令和３年 10月 18日（月）（消印有効）                            

＊日本郵便株式会社の簡易書留（以下「簡易書留」という。）により 

送付するものとし、持参によるものについては受付けない。なお、 

内容に不備がある場合は再提出を求める場合がある。 

（3）入札参加者の資格確認結果の通知及び仕様書等の交付   

令和３年 10月 27日（水）           

（4）質問及び回答     

質問受付：令和３年 11月 5日（金）10時～17時 

質疑回答：令和３年 11月 11日（木） 

＊質問方法 

仕様書等に対する質問は、「入札公告」に記載する入札事務担当法人の担当者に、

電子メールによる送付の方法により行い、それ以外によるものは受付けない。 

質問には入札参加者名が特定できる内容を記入しないこと。記入がある場合は回答

を行わないので注意すること。 

＊質問書の提出 

質問の有無にかかわらず、指定する様式（様式第7号の1）により提出するものとする。 

（質問のない場合は「質問なし」と記載して提出。） 

（5）事前商品確認受付   

令和３年 11月 17日（水）10時～17時 

令和３年 11月 18日（木）10時～16時 

＊サンプル品及び商品パンフレットの提出先 

   ◆大阪府障害者福祉事業団  法人事務局  大阪府富田林市大字甘南備 216番地 

     担当者・連絡先  中尾    TEL 0721-34-3562 

◆大阪府社会福祉事業団   事務局  大阪府箕面市白島 3丁目 5番 50号 

       担当者・連絡先  城山    TEL 072-724-8166 

＊その他 

一般入札参加商品事前提出届、サンプル品及び商品パンフレットについては、上

記日時に両法人担当者まで直接持参にて提出すること。 

（6）入札商品決定通知   

令和３年 12月 3日（金） 

     ＊ただし、事前商品確認において同等品もしくは同等品以上ではないと判断させて頂 

いた場合、入札へは参加できません。 

 

7、入札等 

（1） 現 場 説 明 会    なし 

（2） 入札執行の場所     大阪府障害者福祉事業団 多目的ホール 研修室３  

                   大阪府富田林市大字甘南備 216番地 

（3） 入札執行の日時     令和３年 12月 9日（木） 午前 10時 

（4） 契約手続において使用する言語及び通貨   日本語及び日本国通貨に限る 



（5）支 払 の 条 件    施設毎・納品実績月末〆、翌月末日までに支払 

                  ＊支払の振込手数料は、ご負担して頂きます。 

（6）入 札 の 無 効     入札参加資格のない者及び申請書又は提出書類に虚偽の 

記載をした者の入札、及び入札に関する条件に違反した 

入札は無効とする。 

（7）予 定 価 格 の 公 表     事後公表 

（8）入 札 方 法    別紙「入札説明書」「入札心得」による 

（9）落札者の提出書類等      大阪府暴力団排除条例の施行に伴う事業者からの「誓約書」

（元請用） 

                              ＊様式は、入札参加資格確認後の交付時に配布しています 

契約金額が 500万円以上の場合のみ提出すること。  

 

8、その他 

   この入札における入札事務担当法人は大阪府障害者福祉事業団とし、書類の送付先及び質問

受付先等は下記の法人部署とする。 

   〒584-0054  大阪府富田林市大字甘南備 216番地 

    社会福祉法人 大阪府障害者福祉事業団 法人事務局 （担当：中尾） 

    電話番号：0721-34-3562  ファックス番号：0721-34-2121 

    担当者メール： 2021diapers@sfj-osaka.net 

 


