
入 札 の 公 告 

社会福祉法人愛和福祉会第 4 号 

 

制限付一般競争入札を行うので、以下のとおり公告する。 

平成 24 年 10 月 16 日 

社会福祉法人愛和福祉会 

理 事 長 小 林  寛 

 

1.入札に付する事項 

 (1) 件名  ワークス翔 買い物カゴ洗浄機械設備整備 

 (2) 購入物品の仕様等 別紙仕様書による 

 (3 )納入期限 平成 25 年 3 月 20 日 

 (4) 納入場所 札幌市東区北 42 条東 18 丁目 3-1 ワークス翔 

 

2.入札に参加する者に必要な資格 

 (1) 石狩振興局内の札幌市を含む市町村に本社または営業所を有すること。 

 (2) 納品後、当該調達機器の管理または迅速なメンテナンス等の対応が可能なことを証明した者であ

ること。 

 (3) 当該調達機器に関し、別紙仕様書に基づく参考機器と同等以上の性能を有することを主張する場

合には、仕様書に記載の用件等を満たしていることを証明した者であること。 

 (4) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当していないこと。                    

(5) 会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていないこと。 

 (6) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

 (7) 入札参加資格者が開札までにその資格を失ったときは、入札に参加できない。 

 

3.制限付一般競争入札参加資格の審査 

 この入札は、制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は 2 の(1)並びに(2)に掲げ

る資格を有するかどうかの審査を受ければならない。 

 

4.入札の手続き等 

 (1) 入札公告及び参加申込書などの配布 

   公告日   平成 24 年 10 月 16 日（火) 

   書類の配布 社会福祉法人愛和福祉会ワークス翔(札幌市東区北 42 条東 18 丁目 3-1) 

         平成 24 年 10 月 16 日（火)より平成 24 年 10 月 26 日(金) 

         午前 9 時から午後 5 時までとします。（土日を除く） 

 (2) 質疑応答  質疑応答書を下記メールアドレスで受け付けます。 

         質疑がない場合も回答を希望する場合は提出して下さい。 

         e-mail h.satake@aiwafukusikai.or.jp 

   回答方法  質疑を一括し、質疑応答書提出者全員に質疑応答書に記載された担当者のメールア



ドレス宛てに送付します。 

   質疑応答書受付期限  平成 24 年 10 月 30 日(火) 午後 5 時 00 分 

   質疑応答書回答期限  平成 24 年 11 月  2 日(金) 午後 5 時 00 分 

 (3) 入札参加意思の表明 

   入札に参加しようとする者は、制限付一般競争入札参加申請書に必要な書類を添付して、下記の

要領で入札参加意思を表明して下さい。 

   なお、指定された提出書類のほか、発注者より入札参加資格に関する書類の提出を求められた場

合は、速やかに応じなければなりません。 

   提出先 社会福祉法人愛和福祉会ワークス翔(札幌市東区北 42 条東 18 丁目 3-1) 

   提出方法 持参すること。 

   提出期限 平成 24 年 10 月 26 日(金) 午後 5 時まで 

   記載事項 件名、入札参加者名、所在地、担当者及び連絡先(電話・メールアドレス) 

 (4) 資格審査結果の通知 

   通知日 平成 24 年 10 月 29 日(月) 

   通知方法 入札参加資格の確認の結果、不適格と認めた時には、制限付一般競争入札参加資格報

告書により申込書に記載されたメールアドレス宛てに送付します。 

 (5) 入札日時及び入札書提出方法 

   日  時  平成 24 年 11 月 16 日(金) 午後 1 時 30 分 

   場  所  札幌市中央区北 2 条西 7 丁目 

かでる 2.7 7 階 730 号室 

   提出方法  持参すること。 

   入 札 書  所定の書式とします。 

 

5.落札者の決定方法 

 (1) 今回の入札においては、予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札

者とします。 

 (2) 入札執行回数は 3 回を限度とし、予定価格に達しない場合は最低価格を提示したものと随意契約

によることがあります。 

 (3) 最低制限価格及び低入札価格調査 設けない。 

 

6.備品納入内訳書の提出 

  落札者となった者は、後日入札書の根拠となる内訳書を提出すること。 

7.その他 

 (1) 入札保証金 免除する 

 (2) 契約保証金 免除する 

 (3) 入札金額 入札金額には消費税を除くこと。 

 (4) 入札の無効 

   本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格を有しない者の行った入札及び入札の条件に

違反した入札。 

 (5) 契約書作成の要否 要 



 (6) 本公告に係る制限付一般競争入札参加申請書を受理しない者の入札は認めません。 

 (7) 納入予定物品が、モデルチェンジ等により、入札時の証明と異なる物とならざるを得ない場合は

必ず事前に協議すること。 

 (8) 別紙入札心得、その他関係法令の規定を承知の上、入札に参加して下さい。 

 

8.新設施設施工業者との工事調整について 

  当該調達機器の設備設置については、施設新設工事と同時施工に伴い工事監理会社及び建築施工業

者と連絡・協議を行い、施工にあたっての調整を行うこと。 

 

9.入札に関する問い合わせ先 

  〒007-0842 札幌市東区北 42 条東 18 丁目 3-1 

  社会福祉法人愛和福祉会 ワークス翔 担当:前田・佐竹 

  電話 011-776-7194 

  FAX 011-776-7257 

  e-mail h.satake@aiwafukusikai.or.jp 

  URL  http://www.aiwa-f.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ワークス翔 買い物カゴ洗浄機械設備整備に係る仕様書 

 

1.件名 

  ワークス翔 買い物カゴ洗浄機械設備整備 

   

2.納入期限 

  平成 25 年 3 月 20 日 

 

3.目的 

  導入する機械一式は、企業が法人に委託する買い物カゴ洗浄に用いるものであり、作業はワークス

翔を利用する障がいを持った方々が行う。機械の整備により、利用者への安定した作業の提供と工賃

向上を目指す。 

 

4.業務内容 

  (1) 本仕様書に記載された機械・設備の納入 

  (2) 機械・設備の設置、使用説明、環境設定 

 

5.仕様 

  以下に示す仕様に沿った機器を整備すること。 

分  類 必 要 要 件 

全体 

a.日本スーパーマーケット協会の基準を満たすこと。 

 ①洗浄温度 60℃以上 

 ②残水量 1％未満(洗浄後 30 分以内) 

   (温風乾燥機を使用する場合は 90℃以上が望ましい) 

 ③ATP 値洗浄直後 1,000RLU 未満、貸し出し時 3,000RLU 未満 

b.設置後のメンテナンス、保守、緊急時の対応を含め道内に本店、支店等の拠点

を有し、有事の体制が確立されていること。 

洗浄機 
高圧回転ノズル、多段ポンプによる高圧洗浄を行えること。 

洗剤の投入について、濃度感知装置を有すること。 

乾燥機 
 近隣に住宅があるため機械の駆動による騒音が 80dB 以下であること。 

ランニングコストが低廉な遠心脱水式であること。 

駆動 連続ラインスルー式を採用し、利用者の作業環境に配慮すること。 

ろ過装置 
 設置後のランニングコストを低廉にし、環境に配慮するため、排水ろ過装置を

設置すること。 

抗菌設備 
 作業委託者である企業の基準を遵守するため、抗菌水処理を行う設備を有する

こと。 

設置 
 以上の機器を設置し、運用するのに必要な設備・工事を見積もること。 

 設置後の試運転、使用説明を行う事。 

 



6.納入場所 

  札幌市東区北 42 条東 18 丁目 3-1 

  社会福祉法人愛和福祉会 ワークス翔 

 

7.その他 

  (1) 見積もりに必要となる経費については、法人では一切負担しない。 

  (2) 業務を遂行するうえで、法人の情報セキュリティポリシーを遵守すること。また、知り得たい

かなる情報も第三者に漏らしてはならない。また、個人情報保護に最大限の注意を払うこと。 

(3) 業者は業務の実施に当たり、法人と必要な協議を行うとともに、対応状況を適切なタイミング

で報告すること。 

(4) 詳細な機能要件等の決定において本仕様書の解釈にそごが生じた事項や、本仕様書に明記され

ていない事項について、別途、法人と協議したうえで、対応方法を決定することとする。 

(5) 納品等で発生した産業廃棄物等を適切に処分すること。 


