（１－１）

本案件は紙入札です。

入

札

公

告

次のとおり条件付一般競争入札を行うので、公告する。
入札参加者は、この「公告」のほか、「大阪府育英会委託役務業務条件付一般競争入札共通入札説明書」（以下「共通入札説
明書」という。）及び「大阪府育英会一般競争入札心得（委託役務関係）」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７月１２日
大阪府育英会理事長 植田 剛司

１ 発注の内容
発 注 年 度

令和３年度

業 務 名 称

債権回収業務 ・ 訪問調査業務

業務所管所属

業務部 滞納ゼロ作戦室

入札参加資格者名簿
登録業種（種目コード）

「その他（種目コード200）」（債権回収・サービサーを業務内容とするものに限る。）」

履 行 場 所

大阪府育英会 業務部 滞納ゼロ作戦室の指定する場所

履 行 期 間

令和３年１０月 １日 から 令和６年 ３月３１日 まで

落 札 方 式

単価契約
（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。）
最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の採用なし

支払い条件

月締め翌月払い

かし担保期間

な し

契 約 方 式

１

２ 入札日程等

（１）

交付期間

令和 ３年 ７月１２日（月） から 同 年 ７月３０日（金）までの
午前９時から午後５時まで（土日祝日を除く。）

交付方法

大阪府育英会においてＤＶＤディスクにより交付する。

入札公告、共通入札
説明書及び仕様書等
の交付
交付場所

〒534-0026 大阪市都島区網島町６番２０号
大阪私学会館２階
公益財団法人 大阪府育英会
業務部 滞納ゼロ作戦室
電話 ０６－６３５７－４５７９

（２）

（３）

（４）

入札参加資格確認申
請

申請期間

（１）交付期間と同じ

申請方法

申請書類は持参するものとし、郵送又は電送は認めない。

申請場所

（１）交付場所と同じ

入札参加資格審査の結果

入札公告、共通入札
説明書及び仕様書等
に関する質問

令和 ３年 ８月１０日（火）付けで、申請者に郵送する。

受付期間/
提出方法

令和 ３年 ７月３０日（金）午後５時までに、添付の質問書に質問
事項を記載の上、ＦＡＸにより送信する。
ＦＡＸ ０６－６３５７－６２０１

回答日/
回答方法

令和 ３年 ８月１０日（火） 付けで、入札参加資格を有する者に
郵送する。

令和 ３年 ８月２０日（金） 午前１０時から紙媒体で行う
日時・場所

（５）

入札

ア
イ
留意事項

（６）

予定価格の公表

〒534-0026 大阪市都島区網島町６番２０号
大阪私学会館３階３０５号室

郵送又は電送による入札は認めない。
入札に際し、代表者又は受任者に代わり他の者が入札を
行う場合は、代表者又は受任者からの委任状を提出するこ
と。
ウ 入札書には、成功報酬率と訪問調査単価（消費税及び地
方税を含まない額）を記入すること。

落札決定後 公表

２

３ 入札参加資格
次の（１）に掲げる要件を満たす単体企業又は（２）に掲げる要件を満たす共同企業体であること。
（１）単体企業体にあっては、次の要件に該当する者であること。

共通入札説明書で示す資格
要件

共通入札説明書で示す資格要件をすべて満たしていること。

登録業種

令和元・２・３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
「その他（種目コード200）」（債権回収・サービサーを業務内容とするものに
限る。）に登録をされている者であること。

入札 参加資格者名 簿登録
業種（種目コード）に登録が
ない場合

令和元・２・３年度大阪府物
品・委託役務関係競争入札
参加資格登録者名簿への

令和３年７月３０日（金） 午後 ４時 まで
上記期限までに、電子申請及び添付書類に不備のないことが必要です。不
備があった場合は上記期限までにその補正を完了すること。

新規又は追加の登録申請

ア 資格審査に関する添付書類の提出場所及び問合せ先
〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府総務部契約局総務委託物品課資格審査グループ
（TEL (06)6944-6644）
イ 申請の方法
(ｱ) システムにおいて、必要な事項を入力し、送信する。
(ｲ) 添付書類は、郵送又は持参する。
ウ その他
詳細は、システムの説明による。

許認可等

次のア及びイに該当するものであること。
ア 債権管理回収業に関する特別措置法（平成10年法律第126号）第３条の規
定に基づく法務大臣の許可を受けた債権回収会社であること。ただし公告
の日において、同法第23条に規定する業務改善命令を現に受けているもの
を除く。
イ 弁護士又は弁護士法（昭和24年法律第205号）第３０条の２の規定による弁
護士法人であること。ただし、広告の日において、同法第５７条第１項第２号
から第４号まで及び同条第２項第２号から第４号までに規定する懲戒処分を
現に受けているものを除く。

履行実績

債権管理回収業務について、国又は地方公共団体（国又は地方公共団
体が関与する公社、公庫、公団、公益財団法人及び独立行政法人を含
む。）と締結した契約について、平成２８年４月１日からこの公告の日までの
間に、誠実に履行を完了した実績を５年以上有していること。

３

（２）共同企業体にあっては、次の要件に該当する者であること。

共通入札説明書で示す資格
要件

共通入札説明書で示す資格要件をすべて満たしていること。

共同企業体の構成員

次に該当する者であること。
（登録業種）
共同企業体の構成員のすべてが、
「その他（種目コード200）」（債権回収・サービサーを業務内容とするものに
限る。）に登録をされている者であること。

入札 参加資格者名 簿登録
業種（種目コード）に登録が
ない場合

令和元・２・３年度大阪府物
品・委託役務関係競争入札
参加資格登録者名簿への
新規又は追加の登録申請

令和３年７月３０日（金） 午後 ４時 まで
上記期限までに、電子申請及び添付書類に不備のないことが必要です。不
備があった場合は上記期限までにその補正を完了すること。
ア 資格審査に関する添付書類の提出場所及び問合せ先
〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府総務部契約局総務委託物品課資格審査グループ
（TEL (06)6944-6644）
イ 申請の方法
(ｱ) システムにおいて、必要な事項を入力し、送信する。
(ｲ) 添付書類は、郵送又は持参する。
ウ その他
詳細は、システムの説明による。

許認可等

共同企業体の構成員のすべてが、次のア及びイに該当するものであること。
ア 債権管理回収業に関する特別措置法（平成10年法律第126号）第３条の規
定に基づく法務大臣の許可を受けた債権回収会社であること。ただし公告
の日において、同法第23条に規定する業務改善命令を現に受けているもの
を除く。
イ 弁護士又は弁護士法（昭和24年法律第205号）第３０条の２の規定による弁
護士法人であること。ただし、広告の日において、同法第５７条第１項第２号
から第４号まで及び同条第２項第２号から第４号までに規定する懲戒処分を
現に受けているものを除く。

履行実績

共同企業体の構成員のいずれかが、債権管理回収業務について、国又
は地方公共団体（国又は地方公共団体が関与する公社、公庫、公団、公益
財団法人及び独立行政法人を含む。）と締結した契約について、平成２８年
４月１日からこの公告の日までの間に、誠実に履行を完了した実績を５年以
上有していること。

その他

共同企業体の構成員のすべてが、本件入札に他の共同企業体の構成員
又は単体企業として参加する者でないこと。

４

４ 交付書類一覧
名称

交付方法

ファイル形式

１-１ 入札公告
１-２ 共通入札説明書
１-３ 一般競争入札参加資格審査申請書

Microsoft Word

１-４ 質問書
入札公告等

形式

２-１ 契約（取引）実績調書
又は

２-２ 契約（取引）実績に係る証明書
５-１ 入札書
５-２ 入札書記入上の留意事項

ＤＶＤにより交付

形式

６

委任状

７

入札心得
又は

７-２ 辞退届
８

契約書（案）

９

契約保証金免除申請書

仕様関係

１０

仕様書

誓約書関係

１１

誓約書（元請用）

契約関係

Microsoft Excel

Adobe Acrobat
PDF形式

１２ 大阪府暴力団排除条例に基づく事業者
からの「誓約書」の提出の徹底について
１３ ハートフル条例の施行について
広報チラシ

その他

１４ 労働関係法令の遵守について

５ 提出書類一覧
（１）入札参加資格確認申請時に提出するもの
書類名称
一般競争入札参加資格申請書

返送用封筒

許認可証等（写し）

備考
様式１-３
定型封筒に送付先を明記し、切手404円（簡易書留郵便相当分）を貼付したもの。
（入札参加資格審査結果通知、質問回答送付用）
・債権回収業に関する特別措置法第３条による債権回収業に係る許可証の写し
・プライバシーマーク登録証の写し
様式２-１
（添付書類）

契約（取引）実績調書

契約書等の写し（業務内容が確認できる仕様書等を含む）
又は
契約（取引）実績に係る証明書

５

様式２-２

（２）契約締結時に提出するもの
書類名称

備考
様式１１
落札者のみ提出。共通入札説明書14（2）参照。

誓約書（元請用）

６ 手続き先・問合せ先
内

容

本件入札に関すること、及び「５（１）、（2）」
の提出先並びに落札決定後の契約手続き。

手続き先・問合せ先
〒534-0026 大阪市都島区網島町６番２０号
大阪私学会館２階
公益財団法人 大阪府育英会
業務部 滞納ゼロ作戦室
電話 ０６－６３５７－４５７９

６

