
※変更申請の場合、変更内容を記入してください。

確認事項（次のことを確認されましたら、□にチェックを入れてください。）

大阪市入札参加有資格者名簿に登録済みである

「大阪市競争入札参加停止措置要綱」に基づく停止措置を受けていない

「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱」に基づく入札等除外措置を受けていない

及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しない

（「選挙関連業務比較見積業者募集案件等一覧」の備考欄に「注」があるもののみ）

参考仕様書に記載の所定の要件を満たしている

≪本市処理欄≫

該当案件No. 別紙一覧のとおり

行政委員会事務局選挙課比較見積業者リスト登録等申請書

申請年月日 　　   　年 　 　 月 　　  日

本市入札参加資格承認番号

住所又は事務所所在地

商号又は名称

氏名又は代表者氏名

次のとおり、比較見積業者リストへの　　　　新規登録　・　変更　・　取消　　　　を申請します。

※別紙「選挙関連業務比較見積業者募集案件等一覧（申請用）」の内、該当案件欄に「○」を付け添付してください。

部署名・担当者名

電話番号 FAX番号

メールアドレス

変更内容

受付印 リスト掲載の可否 可　・　否

取消 リスト削除日 ・　　・

登録 リスト掲載日 ・　　・

変更 内容変更日 ・　　・



別紙

※物品・委託の別は、各案件の業務内容ではなく、必要とする入札参加資格の種目により分類しています

※「大規模」は衆議院の解散総選挙等大阪市全体にかかわる選挙、

　「小規模」は市議会議員の補欠選挙等大阪市内の一部にかかわる選挙についての仕様書を掲載しています

※種目の記載が2つ以上ある案件については、いずれかの種目での入札参加資格を求めるものです

※掲載している仕様書についてはあくまで参考仕様書であり、実際の比較見積時のものと異なる場合があります

※備考欄に「注」の記載があるものは、参考仕様書内に入札参加資格以外の所定の条件がある案件です。申請前に必ず確認してください。

申請年月日

商号又は名称

物品

大規模
※市内全域で実施され

る選挙を想定

小規模
※補欠選挙等、限られ
た区のみで実施される

選挙を想定

1 投票用紙作製 活平版 注

2 名簿対照票作製 活平版

3 不在者投票証明書用封筒作製
活平版
封筒

4 投票所表示物(期日前含む)作製 活平版

5 選挙公報印刷 活平版

6 選挙人名簿抄本出力等業務委託
フォーム印刷
その他情報処理

7 投票案内状等作製業務委託
フォーム印刷
その他情報処理

8 選挙運動用ビラ・政治活動用ポスター証紙作製 特殊印刷

9 点字シール作製 特殊印刷

10 点字候補者名簿作製 特殊印刷

11 選挙のお知らせ点字版作製 特殊印刷

12 投票所用ビニールシート購入 テント

13 啓発用のぼり作製 旗類

14 候補者・政治活動用表示物等作製 旗類 －

15 啓発用大看板の作製、設置、補修及び撤去業務委託 看板

16 啓発用立掛看板の作製、設置、補修及び撤去業務委託 看板

17 ポスター掲示場作製・設置等業務委託 看板 注

18 投票用紙交付機購入 事務用品・機器

19 投票用紙計数機購入 事務用品・機器

20 投票用紙読取分類機購入 事務用品・機器

21 票箋類作製 活平版

22 選挙関係冊子の印刷 活平版

23 啓発用ウェットティッシュ作製 活平版

24 立候補届出関係書類作製 活平版 －

25 選挙公報配布員証作製 活平版

26 啓発用ポスター印刷 活平版

27 候補者氏名掲示票 軽印刷

28 啓発用ミニのぼり作製 旗類

29 啓発用たすき作製 旗類

30 大懸垂幕の作製、設置、補修及び撤去業務委託 旗類

31 懸垂幕（大）の作製、設置、補修及び撤去業務委託 旗類

32 懸垂幕（小）の作製、設置、補修及び撤去業務委託 旗類

33 啓発用立看板の作製、設置、補修及び撤去業務委託 看板

34 国民審査氏名掲示用再生紙ボード 看板

35 点字器購入 福祉用品・機器

36 模擬投票用紙作製 活平版

37 選挙公報等印刷物製本 製本

38 啓発用トイレットペーパー作製 日用品類

39 政治活動用事務所の立札及び看板類の表示用証票 特殊印刷

委託

1 選挙公報配布業務委託
広告代行
梱包発送

注

2 個人演説会会場設営・撤収等業務委託
会場設営
人材派遣

注

3 投票所地図データ作成業務委託
図面製作

その他情報処理

4 啓発宣伝用自動車啓発業務委託 広告代行

5 啓発用放送ＣＤ等作製業務委託 映画ビデオ等

6 周知ビラの新聞折込み広告業務委託
広告代行
梱包発送

7 デジタルサイネージ啓発業務委託 広告代行

8 ポスターの駅貼掲出業務委託 広告代行

9 自動車を使用した啓発業務委託 広告代行

10 インターネットを利用した啓発業務委託 広告代行

11 啓発ラジオスポット放送業務委託 広告代行

選挙関連業務比較見積業者募集案件等一覧（申請用）

令和　　　年 　　月　 　日

備考No. 案件 種目 該当案件

No. 案件 種目

該当案件

備考

　参考仕様書の内容をご確認の上、該当案件欄に「○」を付け、「行政委員会事務局選挙課比較見積業者リスト登録等申請書」に添付の上提出
してください。



※変更申請の場合、変更内容を記入してください。

確認事項（次のことを確認されましたら、□にチェックを入れてください。）

大阪市入札参加有資格者名簿に登録済みである

「大阪市競争入札参加停止措置要綱」に基づく停止措置を受けていない

「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱」に基づく入札等除外措置を受けていない

及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しない

（「選挙関連業務比較見積業者募集案件等一覧」の備考欄に「注」があるもののみ）

参考仕様書に記載の所定の要件を満たしている

≪本市処理欄≫

・　　・

受付印

変更内容

可　・　否

・　　・

・　　・

リスト掲載の可否

登録

変更

取消

リスト掲載日

内容変更日

リスト削除日

行政委員会事務局選挙課比較見積業者リスト登録等申請書

令和　〇年 　 〇月 　〇日

○○市××区△△１－２－３

○○○○株式会社

代表取締役　○○　○○

申請年月日

××××××

住所又は事務所所在地

本市入札参加資格承認番号

商号又は名称

氏名又は代表者氏名

次のとおり、比較見積業者リストへの　　　　新規登録　・　変更　・　取消　　　　を申請します。

メールアドレス

FAX番号

部署名・担当者名

電話番号

該当案件No. 別紙一覧のとおり

※別紙「選挙関連業務比較見積業者募集案件等一覧（申請用）」の内、該当案件欄に「○」を付け添付してください。

新規登録・変更・

取消のいずれかに

〇をつけてください。

参考仕様書内の「注」記載箇所

について、所定の要件を満たし

ていることを確認の上チェックを

入れてください。



別紙

※物品・委託の別は、各案件の業務内容ではなく、必要とする入札参加資格の種目により分類しています

※「大規模」は衆議院の解散総選挙等大阪市全体にかかわる選挙、

　「小規模」は市議会議員の補欠選挙等大阪市内の一部にかかわる選挙についての仕様書を掲載しています

※種目の記載が2つ以上ある案件については、いずれかの種目での入札参加資格を求めるものです

※掲載している仕様書についてはあくまで参考仕様書であり、実際の比較見積時のものと異なる場合があります

※備考欄に「注」の記載があるものは、参考仕様書内に入札参加資格以外の所定の条件がある案件です。申請前に必ず確認してください。

申請年月日

商号又は名称

物品

大規模
※市内全域で実施され

る選挙を想定

小規模
※補欠選挙等、限られ
た区のみで実施される

選挙を想定

1 投票用紙作製 活平版 注

2 名簿対照票作製 活平版

3 不在者投票証明書用封筒作製
活平版
封筒

4 投票所表示物(期日前含む)作製 活平版

5 選挙公報印刷 活平版

6 選挙人名簿抄本出力等業務委託
フォーム印刷
その他情報処理

7 投票案内状等作製業務委託
フォーム印刷
その他情報処理

8 選挙運動用ビラ・政治活動用ポスター証紙作製 特殊印刷

9 点字シール作製 特殊印刷

10 点字候補者名簿作製 特殊印刷

11 選挙のお知らせ点字版作製 特殊印刷

12 投票所用ビニールシート購入 テント

13 啓発用のぼり作製 旗類

14 候補者・政治活動用表示物等作製 旗類 －

15 啓発用大看板の作製、設置、補修及び撤去業務委託 看板

16 啓発用立掛看板の作製、設置、補修及び撤去業務委託 看板

17 ポスター掲示場作製・設置等業務委託 看板 注

18 投票用紙交付機購入 事務用品・機器 -

19 投票用紙計数機購入 事務用品・機器 -

20 投票用紙読取分類機購入 事務用品・機器 -

21 票箋類作製 活平版 -

22 選挙関係冊子の印刷 活平版 -

23 啓発用ウェットティッシュ作製 活平版 -

24 立候補届出関係書類作製 活平版 － -

25 選挙公報配布員証作製 活平版 -

26 啓発用ポスター印刷 活平版 -

27 候補者氏名掲示票 軽印刷 -

28 啓発用ミニのぼり作製 旗類

29 啓発用たすき作製 旗類

30 大懸垂幕の作製、設置、補修及び撤去業務委託 旗類 -

31 懸垂幕（大）の作製、設置、補修及び撤去業務委託 旗類 -

32 懸垂幕（小）の作製、設置、補修及び撤去業務委託 旗類 -

33 啓発用立看板の作製、設置、補修及び撤去業務委託 看板 -

34 国民審査氏名掲示用再生紙ボード 看板 -

35 点字器購入 福祉用品・機器

36 模擬投票用紙作製 活平版

37 選挙公報等印刷物製本 製本

38 啓発用トイレットペーパー作製 日用品類

39 政治活動用事務所の立札及び看板類の表示用証票 特殊印刷

委託

1 選挙公報配布業務委託
広告代行
梱包発送

注

2 個人演説会会場設営・撤収等業務委託
会場設営
人材派遣

注

3 投票所地図データ作成業務委託
図面製作

その他情報処理

4 啓発宣伝用自動車啓発業務委託 広告代行

5 啓発用放送ＣＤ等作製業務委託 映画ビデオ等

6 周知ビラの新聞折込み広告業務委託
広告代行
梱包発送

7 デジタルサイネージ啓発業務委託 広告代行

8 ポスターの駅貼掲出業務委託 広告代行

9 自動車を使用した啓発業務委託 広告代行

10 インターネットを利用した啓発業務委託 広告代行

11 啓発ラジオスポット放送業務委託 広告代行

選挙関連業務比較見積業者募集案件等一覧（申請用）

　参考仕様書の内容をご確認の上、該当案件欄に「○」を付け、「行政委員会事務局選挙課比較見積業者リスト登録等申請書」に添付の上提出
してください。

令和　〇年 〇月　〇日

○○○○株式会社

No. 案件 種目

該当案件

備考

No. 案件 種目 該当案件 備考

申請に係る該当案件に〇をつけてください。

複数の案件を、大規模、小規模とも申請して

いただけます。

なお、同一案件で、大規模のみ、小規模の

みの申請も可能です。

備考欄に「注」マークがある案件は、

入札参加資格以外に特殊な要件が

参考仕様書内に記載されて

いる案件です。

仕様書の該当箇所を必ずご確認く

ださい。


