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入 札 公 告  
 
 

 大阪・光の饗宴実行委員会は、「御堂筋イルミネーション2019自主警備業務」について、次のと

おり条件付一般競争入札（郵便方式）を行うので公告する。 

入札参加者は、この「入札公告」のほか、「条件付一般競争入札（郵便方式）入札説明書（委託役

務関係）」（以下「入札説明書」という。）及び「条件付一般競争入札（郵便方式）入札心得」（

以下「入札心得」という。）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。 

 

令和元年９月６日                           

 

 

大阪・光の饗宴実行委員会委員長 

 

記 

 

１ 発注の内容 

発 注 年 度 令和元年度 

業 務 名 称 御堂筋イルミネーション2019自主警備業務 

入札参加資格者名簿 

登録コード 

大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿 

「その他警備（種目コード068）」  

履 行 場 所 大阪・光の饗宴実行委員会の指定する場所 

履 行 期 間 契約締結日 から 令和年２月28日（金） まで 

予定価格 事後公表 

最低制限価格・低入札価

格調査基準価格 
最低制限価格有り（事後公表） 

支払い条件 一括払い 

かし担保期間 な し 
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２ 入札日程等 

（１） 

入札公告 

及び 

入札説明書

等の交付 

交付期間 
令和元年９月６日（金）午後2時から、以下の方法により公表

する。 

交付方法 

大阪観光局ホームページ（以下、「ホームページ」とい

う。）により交付する。 

https://osaka-info.jp/page/octb-oshirase 

 

（２） 
仕様書等の

交付 

交付方法 後記【仕様書等の交付方法】のとおりとする。 

交付申請期間 
平成元年９月６日（金）午後2時から令和元年９月24日（火）午

後4時まで 

（３） 

入札公告、

入札説明書

及び仕様書

等に関する

質問 

受付期間/ 

提出方法 

令和元年９月18日（水）午後4時までに、質問書（様式第２

号）に質問事項を記載のうえ、電子メールにより送信す

る。送信先：midosuji-illumi@octb.jp 

なお、件名に「御堂筋イルミネーション2019自主警備業

務についての質問」と記載して送付すること。 

最終回答日/ 

回答方法 

令和元年９月24日（火）午後5時までに公表。 

質問受付後、随時ホームページに掲載し、公表する。 

ただし、質問がない場合は掲載しない。 

（４） 

入札書及び

入札参加申

出書の提出 

提出期限 令和元年10月１日（火）  ※午後4時必着 

提出方法 

別記「入札用封筒及び郵送用封筒について」で指定の方法

により、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法

で、「６ 問合せ先」あてに郵送すること。 

（５） 入札の辞退 

辞退届の提出

期限 
開札の日時までに必着すること 

提出方法 「６ 問合せ先」あてに持参、又は郵送にて提出すること 

（６） 
開札及び通

知 

開札の 

日時・場所 

令和元年10月２日（水） 午前10時 

大阪市中央区南船場４－４－２１ りそな船場ビル5階 

公益財団法人大阪観光局 会議室 

落札候補者へ

の通知日 
令和元年10月２日（水） 

落札候補者へ

の通知方法 
電話又は電子メールで通知する 

入札結果の公

表予定日 
令和元年10月２日（水） 

入札結果の公

表方法 
ホームページに掲載する 

（７） 

事後審査申

請書等の提

出（落札候

補者のみ） 

提出期限 令和元年10月３日（木） 午後４時 

提出方法 「６ 問合せ先」へ事後審査申請書等を持参し、提出すること 

必要な審査資

料 
入札説明書の「１５ 事後審査」（２）イに示す資料 

事後審査結果

通知 
令和元年10月４日（金） 

事後審査不服

申し立て期間 
令和年10月４日（金）から令和元年10月９日（水）まで 
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不服申立て先・

方法 
「６ 問合せ先」あてに郵送又は持参 

 

 

【仕様書等の交付方法】 

本入札における仕様書等（警備仕様書、警備人員積算資料、警備体制区割図）の交付については、

以下の手順による。 

 

■手順１：（準備） 

 「仕様書等交付申請書」（様式第１号）に必要事項を記入し、押印したものを、PDF形式のファイルに

変換してください。 

    

■手順２：（申込み） 

 手順１で作成したファイルを電子メールに添付して、前記「２ 入札日程等（２）仕様書等の交付」に

記載の交付申請期間中に本委員会あて（後記「６ 問合せ先」）に送信してください。 

送信先（アドレス）： midosuji-illumi@octb.jp 

 

■手順３：(受付)  

本委員会において、送付いただいたメール添付資料の内容を確認した時点で、受付完了となりま

す。（午後４時以降並びに土、日及び祝日に受信したメールは、翌開庁日に受付完了となります。） 

 

■手順４：（交付） 

 受付完了した日（午後４時以降及び土日は翌開庁日）に、本委員会からメールで仕様書等を送付

いたします。 

 

 

 

【再度の入札等にかかる注意点】  

・本案件の予定価格及び最低制限価格については、落札決定後に公表します。 

 

・当初の開札で最低制限価格から予定価格の範囲内での応札がない場合、再度の入札を行います。

開札後は速やかにホームページを確認し、再度の入札の有無をご確認ください。 

ただし、全応札者が最低制限価格を下回る場合、全応札者が失格となる為、再度の入札は行いま

せん。 

 

・再度の入札に係る入札書の提出及び開札の日程については、ホームページより通知します。 

 

・再度の入札は一回限りとします。 
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３ 入札参加資格 

資格要件 入札説明書で示す要件をすべて満たしていること。 

（１） 登録業種 

開札時点において、令和元・２・３年度（平成31・32・33年度）大阪府物品・委

託役務関係競争入札参加資格者名簿「その他警備（種目コード068）」に登録を

されている者であること。 

（２） 地域要件 大阪府の区域内に事業所を有していること。 

（３） 許認可等 

警備業法（昭和47年法律第117号）第４条の認定を受けていること（府の区域

外に主たる営業所を有する者にあっては、同法第９条に規定する届出書を大阪

府公安委員会に提出していること。）。 

（４） 履行実績 

次のア、イのいずれにも該当する者であること。 

   ア 公告の日から過去３年間に、１日あたり30名以上の警備員を、連続し

た３日間以上配置した実績を有する者 

   イ 公告の日から過去３年間に、来場者想定数１万人以上の規模のイベン

トにかかる警備計画を３つ以上立案した実績を有する者 

  ※共同企業体の場合は、代表構成員が本要件を満たしていること。 

 その他 

【単体企業の場合】 

・上記（１）～（４）の要件をすべて満たしていること。 

・本件入札に共同企業体の構成員として参加する者でないこと。 

 

【共同企業体の場合】 

・構成員すべてが上記（１）～（３）の要件を満たし、かつ、代表構成員が上記

（４）の要件を満たしていること。 

・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。 

 

【「１ 発注の内容」に掲げる入札参加資格者名簿登録コード（登録業種）に登録がない場合）】 

令和元・２・３年度（平成31・32・33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を次のとおり行ってください。 

 

■申請期限  令和元年９月24日（火）午後4時まで。なお、添付書類は同日午後４時までに必着とする。 

※上記申請期限までに、電子申請・書類到着で不備等なければ、令和元年９月30日（月

）に名簿登録となる。 

 

■申請方法等   ア 資格審査添付書類の提出場所及び問い合わせ先（資格審査に関することの

み） 

大阪府総務部契約局建設工事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。 
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４ 交付書類一覧 

  
名  称 交付方法 

ファイル形

式 

入札公告等 

１ 入札公告 

ホームページ 

から 

ダウンロード 

 

Microsoft  

doc・xlsx 

形式                  

 

又は 

 

PDF形式 

２ 入札説明書 

３ 入札心得 

４ 仕様書等交付申請書（様式第１号） 

５ 質問書（様式第２号） 

６ 入札参加申出書（様式第３号） 

７ 入札書（様式第４号） 

８ 入札辞退届（様式第５号） 

９ 事後審査申請書（様式第６号） 

10 
共同企業体構成表、協定書（案）、 

共同企業体使用印鑑届、委任状 

11 事後審査結果不服申立書（様式第７号） 

12 入札用封筒及び郵送用封筒について 

契約関係 

 

13 契約書（案） 

14 契約保証金免除申請書 

誓約書関係 15 誓約書 

仕様書関係 

16 警備仕様書 

申請による交付 17 警備人員積算資料 

18 警備体制区割図 

 

５ 提出書類一覧 

 書類 提出方法 

仕様書申請 仕様書等交付申請書（様式第１号） 

入札説明書、

入札心得に 

よる 

質問 質問書（様式第２号） 

入札参加 
入札参加申出書（様式第３号） 

入札書（様式第４号） 

入札辞退 入札辞退届（様式第５号） 

事後審査 

※落札候補者のみ 

①事後審査申請書（様式第６号） 

②警備法第４条の認定を受けていることを証する認定証の写し 

（府の区域外に主たる営業所を有する者にあっては、警備法第

４条の認定を受けていることを証する認定証の写し及び大阪府

公安委員会に同法第９条に基づき提出している届出書の写し） 

③入札参加資格に定める履行実績を確認できる警備実施結果

報告書等の写し 

④委託費内訳明細書（積算根拠となる内訳明細書：様式自由） 

 

※共同企業体の場合は、上記①～④に加え、以下⑤・⑥につ

いても要提出 

⑤共同企業体構成表、協定書、共同企業体使用印鑑届 

⑥委任状（必要に応じて） 

 



            

 

                          

６

６ 問合せ先 

                     問合せ先 

担当事務局 

〒５４２－００８１ 

 大阪市中央区南船場４－４－２１ りそな船場ビル5階  

  公益財団法人大阪観光局 マーケティング事業部 観光コンテンツ開発担当 

大阪・光の饗宴実行委員会事務局 

「御堂筋イルミネーション2019自主警備担当」 

電話 ０６－６２８２－５９１０ 

FAX  ０６－６２８２―５９１５ 

メール midosuji-illumi@octb.jp 

 


