経済戦略局緊急修繕・工事請負に係る登録事業者募集要項
経済戦略局では、緊急修繕・工事請負契約のうち、比較見積を実施するもの及び緊急の必要によるも
のにおいて、事業者選定の公正化及び迅速化を図るとともに、修繕・工事実施の円滑化を目的に見積徴
取を行う事業者の登録を行っています。
登録に際しては、次のとおり募集を行いますので、必要書類を添えて受付期間内に提出してください。
１

修繕・工事請負契約
（１）対象案件
緊急に補修が必要となる修繕・工事
（２）契約方法
発注案件の修繕・工事の種別（以下「工種」という。
）に応じて、登録事業者の中から登録受付
の順に原則として２者以上を選定し、見積徴取のうえ契約相手方を決定することとする。
なお、やむを得ない場合はこの限りではない。
（３）実施内容
ア 現地確認（必要に応じて）
イ 見積書作成・送付
ウ 修繕・工事施工
エ 施工提出書類等作成・提出
※ア、イについては、無償にて行うこと。

２

登録資格
次に掲げる条件のすべてに該当すること。
（１）下記種目一覧のうち、登録を希望する工種に応じた登録種目で、平成 31・32 年度の大阪市入札
参加有資格者として承認されていること。

工

種

登 録 種 目

土木関係

010 土木一式工事

建築関係

020 建築一式工事

給排水関係

090 管工事

防水関係

180 防水工事

電気通信関係

220 電気通信工事

建具関係（シャッター・扉など）

250 建具工事

諸設備関係

電気設備

080 電気工事

消防設備

270 消防施設工事

その他諸設備

200 機械器具設置工事

※対応が可能な工種のすべてに登録が可能です。

（２）地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の４の規定に該当しない者であること。
（３）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こと。
（４）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こと。
３

登録申請
（１）申請受付期間
ア 一斉募集
平成 31 年３月１日（金）から平成 31 年３月 29 日（金）まで（必着）
イ 随時募集
アの期間終了後、平成 33 年２月 26 日（金）まで（必着）
※ア、イとも受付時間は午前９時から午後５時 30 分まで。
（ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12 月 29 日から１月３日まで）及び午後０時 15
分から午後１時までを除く。）
（２）提出書類
① 経済戦略局緊急修繕・工事請負業者登録申請書（兼誓約書）
（様式１）
② 資本関係・人的関係等に関する調書（様式２）
③ 大阪市入札参加有資格者名簿登録を証明する書類の写し
（
「大阪市電子調達システム」の入札参加有資格者名簿情報より申請者分を印刷したもの）
※上記（１）ア 一斉募集 の期間中に申請する場合は不要
（３）申請方法
上記（２）の提出書類を「７

提出及び問合せ先」まで持参又は郵送により提出すること。

なお、電話・ファックス・メールによる申請は受け付けない。
４

登録決定

（１）上記３（１）ア 一斉募集期間受付分
経済戦略局において申請者の入札参加資格を確認し、登録を認めた事業者には、平成 31 年
４月１日（月）以降、登録決定通知書を交付する。
（２）上記３（１）イ 随時募集期間受付分
毎月１日から末日までに申請を受け付け、登録を認めた事業者には、翌月 10 日に登録し、
登録日以降に登録決定通知書を交付する。
（本市閉庁日のときは翌開庁日を登録日とする。
）
（３）登録を認めなかった事業者に対しては、その理由を付した通知書を交付する。
５

登録有効期間
登録決定通知書に記載の日から平成 33 年３月 31 日（水）まで

６

その他

・申請者より提出された登録申請書類は、申請者に無断で他業務に使用しません。
・登録決定後、種目により発注がない場合もあるので、予めご了承ください。
・現在登録いただいている方には、別途、登録継続についての案内文を送付しますので、本募集
に申請される必要はありません。

７

提出及び問合せ先
担

当：大阪市経済戦略局企画総務部総務課（調達）

住

所：〒559-0034
大阪市住之江区南港北２丁目１番 10 号
ATC ビル O's（オズ）棟南館４階

電話番号：06-6615-3719

【参 考】事業者登録制度イメージ

本市（経済戦略局）

登 録 事 業 者

修繕・工事案件の発生

登録名簿より事業者選定
（工 種 別）

見積依頼

現 地 確 認
（必要に応じて）

見積送付

比較見積・査定

見積書作成

受注者決定

契約締結

完了報告

完成検査・支払い

施

工

（別紙）
◆経済戦略局の主な施工対象施設
施

設

名

称

（平成 31 年２月 15 日現在）

所

在

地

大阪市立科学館

大阪市北区中之島 4-2-1

大阪市立東洋陶磁美術館

大阪市北区中之島 1-1-26

大阪市中央公会堂

大阪市北区中之島 1-1-27

泉布観

大阪市北区天満橋 1-1-1

もと小売市場施設（北区曽根崎）

大阪市北区曽根崎 2-10-24

本庄小売市場民営活性化事業施設

大阪市北区中崎 1-6-10

大阪市経済戦略局（中央卸売市場本場業務管理棟庁舎） 大阪市福島区野田 1-1-86
もと小売市場施設（福島区野田）

大阪市福島区野田 2-16-28

もと福島公設市場

大阪市福島区福島 2-1-34

此花小売市場民営活性化事業施設

大阪市此花区梅香 3-21-13

大阪産業創造館

大阪市中央区本町 1-4-5

大阪市計量検査所

大阪市港区田中 3-1-126

鶴町小売市場民営活性化事業施設

大阪市大正区鶴町 2-9-17

六万体町小売市場民営活性化事業施設

大阪市天王寺区六万体町 1-37

大阪市立美術館

大阪市天王寺区茶臼山町 1-82

桜川小売市場民営活性化事業施設

大阪市浪速区桜川 3-1-20

浪速購買施設

大阪市浪速区浪速西 2-2-12

浪速商業施設

大阪市浪速区浪速東 2-10-11

第２浪速西工場アパート

大阪市浪速区浪速西 1-6-2

第２浪速東工場アパート

大阪市浪速区浪速東 3-4-3

第３浪速東（南）工場アパート

大阪市浪速区浪速東 3-5-5

第３浪速東（北）工場アパート

大阪市浪速区浪速東 3-5-16

浪速西工場アパート

大阪市浪速区浪速西 1-6-12

浪速東工場アパート

大阪市浪速区浪速東 3-2-36

西淀川小売市場民営活性化事業施設

大阪市西淀川区御幣島 2-9-9

十三小売市場民営活性化事業施設

大阪市淀川区十三本町 1-22

南方商業施設

大阪市東淀川区東中島 2-12-4

南方商業振興施設

大阪市東淀川区東中島 2-13-5

今里小売市場民営活性化事業施設

大阪市生野区新今里 4-2-17

巽小売市場民営活性化事業施設

大阪市生野区巽東 2-9-16

芸術創造館

大阪市旭区中宮 1-11-14

生江商業施設

大阪市旭区生江 3-16-11

もと小売市場施設（城東区）

大阪市城東区新喜多東 1-1-7

安立小売市場民営活性化事業施設

大阪市住之江区安立 3-6-22

大阪市経済戦略局（ＡＴＣ庁舎）

大阪市住之江区南港北 2-1-10

住吉商業施設（４号館）

大阪市住吉区帝塚山東 5-9-4

住吉商業施設（９号館）

大阪市住吉区帝塚山東 5-8-7

大阪市立自然史博物館

大阪市東住吉区長居公園 1-23

施

設

名

称

所

在

地

もとゆとり健康創造館

大阪市東住吉区矢田 5-4-1

もと矢田商業振興施設

大阪市東住吉区矢田 5-2-21

出城東工場アパート

大阪市西成区出城 2-3-1

もと玉出公設市場

大阪市西成区玉出中 1-14-26

各区スポーツセンター・体育館等

－

