
 

 

仕様書 

 

 

1 業務名称 

2023年版 健康カレンダーの作成等業務 

 

2 業務内容 

(1)健康カレンダーの企画、原稿作成、編集(デザイン・レイアウト作成)、校正、製

版、印刷、製本、封入・封緘、仕分け、梱包及び配送業務 

※梱包業務には梱包用材料の調達を含む。 

(2)任意継続組合員宛て送付文印刷業務 

 

3 作成部数 

(1) 健康カレンダー         29,900部 

(2) 任意継続組合員宛て送付文     250部 

 

4 契約期間 

  契約締結日～令和４年 12月７日（水） 

 

5 納品日 

  令和４年 12月７日（水） 

 

6 カレンダーの規格 

(1) サイズ   Ｂ4判冊子カレンダータイプ 8 

(2) ページ数  28ページ 

(3) 紙質    再生マット 110㎏ 

(4)刷色    カラー 

(5) その他   孔開け加工 

（直径 6mmのパンチ穴１カ所・表紙のみ補強すること） 

 

7 任意継続組合員宛て送付文の規格 

(1) サイズ   A4判 

(2) 枚数    片面 1枚 

 

8 貸与品 

(1) 配付先及び配付数詳細一覧（Excelデータ） 

(2) 任意継続組合員宛て送付文（Wordデータ） 

※貸与品の引渡期限について、令和４年 11月中旬頃を予定しているが、別途調整と

する。なお、メールにて引き渡すこととする。 

 

9 業務の詳細  

(1) カレンダーの作成業務 

① 企画・原案作成 

受注者はカレンダーの内容を企画し、原案を作成し、発注者に提案する。提

案した内容のうち、発注者が認めたものについて、その全て若しくは一部を使

用することとする。 

なお、カレンダーの内容は、健康づくり・食生活・メンタルヘルス等に関す

る健康情報に特化した内容とする。 

 



 

 

② 編集 

受注者は、①で作成した原案に基づき、発注者の指示に従いデザイン編集し、

内容を完成させ、成果物を納品すること。 

また、受注者から提案のあったデザインから大幅に修正を行う場合もあるが、

その場合にかかる費用については受注者の負担とする。 

③ 校正 

校正（色校正を含む）は発注者が３回以上行うこととし、受注者は原稿を確

定する。なお、校正は出力紙で行うこととする。 

④ 製版・印刷・製本 

受注者は、確定した原稿を印刷、製本する。 

(2) 任意継続組合員宛て送付文印刷業務 

発注者が貸与する任意継続組合員宛て送付文を指定する部数印刷する。 

(3) 封入・封緘・仕分け・梱包・配送業務 

別紙１「健康カレンダー梱包・配送方法」のとおり封入・封緘、仕分け、梱包の

うえ、配送する。 

 

10 納品場所及び納品方法 

発注者が指定する事業所等へ配送すること。（【参考】令和３年度実績：配送先 327

箇所・梱包数 883包） 

配送先は、別紙２「健康カレンダー配送予定先一覧」を参照すること。 

※ 配送箇所及び梱包数は変動する場合がある。また、配送等にかかる経費はすべ

て受注者の負担で実施すること。 

※ 任意継続組合員分及び残部については、発注者の保健医療係へ納品すること。 

 

11 留意事項 

(1) 委託業務の再委託について 

① 業務委託契約書第 16条第１項に規定する「主たる部分」とは次に掲げるもの

をいい、受注者はこれを再委託することはできない。 

・ 委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技

術的判断等 

② 受注者は、上記①に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発

注者の承諾を得なければならない。 

③ 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約

関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理

の下に業務を実施しなければならない。 

なお、再委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措

置を受けている者、又は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る者であってはならない。 

(2) 事故等の対応について 

① 委託業務にかかる事故が発生した場合には、受注者は、至急発注者へ連絡の

うえ、指示に従って対策をとること。なお、発生原因・顛末等を書面により

報告すること。 

② 成果物に不具合が生じている場合、発注者は該当箇所にかかる委託料を支払

わないものとする。 

(3) その他 

① 本業務の詳細については、発注者の指示に従うこと。 

② 疑義については、入札前に確認すること。 

なお、入札後の疑義については、発注者の解釈とする。 

③ 受注者は、本業務にかかる工程表を契約後速やかに提出すること。 



 

 

④ 紙質等について、調達が困難な場合はマット紙でも可とするが、上記 6(3)以

外の用紙を使用する場合は、事前に発注者の了承を得ること。 

⑤ 使用する画像、イラスト等は、国内外における著作権関係法令に抵触しない

こと。 

⑥ 仕様書に定めのない場合は、両者が協議してこれを定める。 

⑦ 発注者と協議を行ったうえで、必要に応じて本仕様書の内容を変更する場合

がある。 



 

 

【別紙 1】 

健康カレンダー梱包・配送方法 

 

 成果物は、発注者が貸与する配付先及び配付数詳細一覧等（以下「配付先一覧」という）に

基づき、次のとおり梱包等のうえ配送することとする。 

ただし、梱包等に要する材料及び任意継続組合員分に係る封筒は受注者が調達し、配送先の

印字は、受注者が印刷等の処理を行うこととする。 

 

1 組合員分 

 

(1) 納品先 

発注者の指定する事業所等 

(2) 梱包方法 

配付先一覧を基に指定部数を所属部署単位で梱包し、上面に所属部署名と送付部数等

を表記する。 

(3) 配送方法 

① 「市長部局」シートに記載のある所属部署について 

配付先一覧の送付コードに基づき、同一送付コード分を、セルに色塗りしてい

る送付先住所へまとめて送付する。 

② 「水道局」シートに記載のある所属部署について 

配付先一覧の各所属部署単位に送付先住所へ送付する。ただし、水道局本局の

所属部署（送付先住所が「大阪市住之江区南港北 2-1-10 ＡＴＣビルＩＴＭ棟 9

階」とある所属部署）については、職員課へまとめて送付する。 

③ 「環境施設組合」シートに記載のある所属部署について 

配付先一覧の各所属部署単位に送付先住所へ送付する。ただし、環境施設組合

本局の所属部署（送付先住所が「大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-5-1 あべのルシア

ス 12階」とある所属部署）については、総務課へまとめて送付する。 

④ 上記以外のシートに記載のある所属部署について 

配付先一覧の各所属部署単位に送付先住所へ送付する。 

 

2 任意継続組合員分及び残部 

 

(1) 納品先 

大阪市職員共済組合保健医療係（大阪市北区中之島 1-3-20大阪市役所４階） 

(2) 封入・封緘・梱包方法 

配付先一覧の「任意継続組合員」シートの部数について、健康カレンダー１部及び任

意継続組合員宛て送付文１部を受注者が調達した封筒に封入・封緘し、梱包のうえ納品

すること。なお、封筒は無地のものとする。 

残部については、健康カレンダー、任意継続組合員宛て送付分及び受注者が調達した

封筒ごとにまとめて納品すること。 



健康カレンダー配送予定先一覧 【別紙２】

所属局 所属部署 郵便番号 送付先住所

1 市会事務局 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所８階

2 行政委員会事務局 総務課 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所４階

3 教育委員会事務局 総務部（総務課） 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所３階

4 教育委員会事務局 生涯学習部（生涯学習担当） 550-0014 大阪市西区北堀江４－３－２

5 教育委員会事務局 北図書館 531-0074 大阪市北区本庄東３－８－２

6 教育委員会事務局 都島図書館 534-0027 大阪市都島区中野町２－１６－２５

7 教育委員会事務局 福島図書館 553-0006 大阪市福島区吉野３－１７－２３

8 教育委員会事務局 此花図書館 554-0014 大阪市此花区四貫島１－１－１８

9 教育委員会事務局 島之内図書館 542-0082 大阪市中央区島之内２－１２－３１

10 教育委員会事務局 港図書館 552-0007 大阪市港区弁天２－１－５

11 教育委員会事務局 大正図書館 551-0003 大阪市大正区千島２－６－１５

12 教育委員会事務局 天王寺図書館 543-0037 大阪市天王寺区上之宮町４－４７

13 教育委員会事務局 浪速図書館 556-0015 大阪市浪速区敷津西１－５－２３

14 教育委員会事務局 西淀川図書館 555-0012 大阪市西淀川区御幣島１－２－１０

15 教育委員会事務局 淀川図書館 532-0025 大阪市淀川区新北野１－１０－１４

16 教育委員会事務局 東淀川図書館 533-0023 大阪市東淀川区東淡路１－４－５３

17 教育委員会事務局 東成図書館 537-0014 大阪市東成区大今里西３－２－１７

18 教育委員会事務局 生野図書館 544-0021 大阪市生野区勝山南４－７－１１

19 教育委員会事務局 旭図書館 535-0003 大阪市旭区中宮１－１１－１４

20 教育委員会事務局 城東図書館 536-0005 大阪市城東区中央３－５－４５

21 教育委員会事務局 鶴見図書館 538-0052 大阪市鶴見区横堤５－３－１５

22 教育委員会事務局 阿倍野図書館 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋４－１９－１１８

23 教育委員会事務局 住之江図書館 559-0015 大阪市住之江区南加賀屋３－１－２０

24 教育委員会事務局 住吉図書館 558-0041 大阪市住吉区南住吉３－１５－５７

25 教育委員会事務局 東住吉図書館 546-0032 大阪市東住吉区東田辺２－１１－２８

26 教育委員会事務局 平野図書館 547-0043 大阪市平野区平野東１－８－２

27 教育委員会事務局 西成図書館 557-0041 大阪市西成区岸里１－１－５０

28 教育委員会事務局 学校運営支援Ｃ（事務管理担当） 557-0014 大阪市西成区天下茶屋１－１６－５旧今宮小学校

29 教育委員会事務局 教育センター 552-0007 大阪市港区弁天１－１－６

30 デジタル統括室 企画担当 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所地下２階

31 デジタル統括室 基盤担当 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀４－１０－１８大阪市阿波座センタービル４階

32 副首都推進局 大阪市 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所５階
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健康カレンダー配送予定先一覧 【別紙２】

所属局 所属部署 郵便番号 送付先住所

33 市政改革室 行政改革担当 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所４階

34 政策企画室 秘書部（秘書担当） 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所５階

35 政策企画室 東京事務所 102-0093 東京都千代田区平河町２－６－３都道府県会館７階（大阪府東京事務所内）

36 総務局 管理課 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋３－１０－１－１００あべのベルタ西館２階

37 総務局 職員人材開発センター 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋３－１３－２３あべのフォルサ６階

38 総務局 総務課（総務・庁舎管理） 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所４階

39 市民局 総務部総務担当 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所４階

40 市民局 消費者センター 559-0034 大阪市住之江区南港北２－１－１０アジア太平洋トレードセンターＩＴＭ棟３階

41 市民局 人権啓発・相談センター 550-0012 大阪市西区立売堀４－１０－１８阿波座センタービル１階

42 危機管理室 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所５階

43 契約管財局 制度課 541-0053 大阪市中央区本町１－４－５大阪産業創造館９階

44 財政局（１７） 財務課（財務・総務） 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所６階

45 財政局（１７） （株）日本宝くじシステム 104-0031 東京都中央区京橋２－５－７日土地京橋ビル６階

46 計画調整局 企画振興部（総務担当） 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所７階

47 計画調整局 関高鉄（株） 553-0003 大阪市福島区福島３丁目１４－２４福島阪神ビルディング１１Ｆ

48 財政局（１９） 収税課（市債権） 530-8216 大阪市北区梅田１－２－２－７００大阪駅前第２ビル７階

49 財政局（１９） 管理担当（梅田市税事務所） 530-8216 大阪市北区梅田１－２－２－７００大阪駅前第２ビル７階

50 財政局（１９） 管理担当（京橋市税事務所） 534-8502 大阪市都島区片町２－２－４８ＪＥＩ京橋ビル４階

51 財政局（１９） 管理担当（弁天町市税事務所） 552-8505 大阪市港区弁天１－２－２－１００大阪ベイタワー　イースト１階

52 財政局（１９） 管理担当（なんば市税事務所） 556-8670 大阪市浪速区湊町１－４－１ＯＣＡＴ５階

53 財政局（１９） 管理担当（あべの市税事務所） 545-8533 大阪市阿倍野区旭町１－２－７－７０２あべのメディックス７階

54 財政局（１９） 管理担当（船場法人市税事務所） 541-8551 大阪市中央区船場中央１－４－３－２０３船場センタービル３号館２階北側

55 福祉局 総務課 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所２階

56 福祉局 運営指導課 541-0055 大阪府大阪市中央区船場中央３－１－７－３３１船場センタービル７号館３階

57 福祉局 自立支援課（緊急入院保護業務センター） 550-0012 大阪市西区立売堀４－１０－１８大阪市阿波座センタービル３階

58 福祉局 心身障がい者リハビリテーションセンター 547-0026 大阪市平野区喜連西６－２－５５

59 福祉局 大阪社会医療センター 557-0004 大阪市西成区萩之茶屋１丁目１１番６号

60 弘済院 弘済院管理課 565-0874 大阪府吹田市古江台６－２－１

61 経済戦略局 企画総務部総務課 559-0034 大阪市住之江区南港北２－１－１０ＡＴＣビルＯ’ｓ棟　南館４階

62 経済戦略局 観光部観光課 553-0005 大阪市福島区野田１－１－８６大阪市中央卸売市場内業務管理棟　１２階

63 経済戦略局 立地交流推進部立地推進担当 559-0034 大阪市住之江区南港北２－１－１０ＡＴＣビル　ＩＴＭ棟　４階　Ｍ－４

64 経済戦略局 産業振興部計量検査所 552-0005 大阪市港区田中３－１－１２６
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健康カレンダー配送予定先一覧 【別紙２】

所属局 所属部署 郵便番号 送付先住所

65 経済戦略局 産業振興部企業支援課 541-0053 大阪市中央区本町１－４－５大阪産業創造館２階

66 経済戦略局 （地独）大阪産業技術研究所 536-8553 大阪市城東区森之宮１－６－５０

67 経済戦略局 （公社）２０２５年日本国際博覧会協会 559-0034 大阪市住之江区南港北１－１４－１６大阪府咲洲庁舎４３階

68 経済戦略局 （地独）大阪市博物館機構 540-0008 大阪市中央区大手前４－１－３２

69 経済戦略局 （一財）大阪市文化財協会 540-0006 大阪市中央区法円坂１－６－４１

70 経済戦略局 （公財）大阪産業局 541-0053 大阪市中央区本町１－４－５大阪産業創造館１３階

71 中央卸売市場 総務担当 553-0005 大阪市福島区野田１－１－８６業務管理棟１５階

72 中央卸売市場 東部市場 546-0001 大阪市東住吉区今林１－２－６８管理庁舎３階

73 南港市場 南港市場 559-0032 大阪市住之江区南港南５－２－４８本館棟２階

74 こども青少年局２６ 総務課（総務） 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所２階

75 こども青少年局２６ 阿武山学園 569-1041 高槻市奈佐原９５６

76 こども青少年局２６ 中央こども相談センター 540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央１－１７－５

77 こども青少年局２６ 南部こども相談センター 547-0026 大阪市平野区喜連西６－２－５５

78 こども青少年局２６ 北部こども相談センター 533-0032 大阪府大阪市東淀川区淡路３－１３－３６

79 こども青少年局２６ 保育・幼児教育センター 535-0031 大阪市旭区高殿６－１４－６

80 こども青少年局２７ 大淀保育所 531-0075 大阪市北区大淀中４－９－１１

81 こども青少年局２７ 御幸保育所 534-0012 大阪市都島区御幸町２－７－１３

82 こども青少年局２７ 毛馬保育所 534-0001 大阪市都島区毛馬町２－５－１３

83 こども青少年局２７ 野田保育所 553-0005 大阪市福島区野田２－１２－１

84 こども青少年局２７ 海老江保育所 553-0001 大阪市福島区海老江６－１－９

85 こども青少年局２７ 高見町保育所 554-0001 大阪市此花区高見３－１－４

86 こども青少年局２７ 酉島保育所 554-0051 大阪市此花区酉島１－１８－１９－１０１

87 こども青少年局２７ 南大江保育所 540-0011 大阪市中央区農人橋１－１－２

88 こども青少年局２７ 梅本保育所 550-0022 大阪市西区本田１－４－５０

89 こども青少年局２７ 八幡屋保育所 552-0014 大阪市港区八幡屋３－１１－６

90 こども青少年局２７ 磯路保育所 552-0003 大阪市港区磯路２－１１－８

91 こども青少年局２７ 大浪保育所 551-0002 大阪市大正区三軒家東２－５－４－１０１

92 こども青少年局２７ 大正保育所 551-0012 大阪市大正区平尾２－２３－５－１０１

93 こども青少年局２７ 天王寺保育所 543-0033 大阪市天王寺区堂ヶ芝２－１６－２４

94 こども青少年局２７ 味原保育所 543-0023 大阪市天王寺区味原町９－６

95 こども青少年局２７ 浪速第１保育所 556-0025 大阪市浪速区浪速東３－２－５３

96 こども青少年局２７ 浪速第５保育所 556-0027 大阪市浪速区木津川２－３－４６
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97 こども青少年局２７ 小田町保育所 556-0024 大阪市浪速区塩草２－１－１２

98 こども青少年局２７ 柏里保育所 555-0022 大阪市西淀川区柏里３－１７－１－１０１

99 こども青少年局２７ 姫島保育所 555-0033 大阪市西淀川区姫島４－２１－７

100 こども青少年局２７ 三国保育所 532-0004 大阪市淀川区西宮原２－６－５７

101 こども青少年局２７ 加島第１保育所 532-0031 大阪市淀川区加島１－３２－１７

102 こども青少年局２７ 木川第１保育所 532-0013 大阪市淀川区木川西４－４－３－１０１

103 こども青少年局２７ 西大道保育所 533-0011 大阪市東淀川区大桐２－８－２－１００

104 こども青少年局２７ 西淡路第２保育所 533-0031 大阪市東淀川区西淡路５－１－１４

105 こども青少年局２７ 豊里第１保育所 533-0013 大阪市東淀川区豊里７－２１－２３

106 こども青少年局２７ 日之出保育所 533-0033 大阪市東淀川区東中島４－１１－２５

107 こども青少年局２７ 東小橋保育所 537-0024 大阪市東成区東小橋３－７－４

108 こども青少年局２８ 生野保育所 544-0022 大阪市生野区舎利寺１－１１－１４

109 こども青少年局２８ 中川保育所 544-0005 大阪市生野区中川２－４－２６

110 こども青少年局２８ 生江保育所 535-0004 大阪市旭区生江３－１４－１３

111 こども青少年局２８ 大宮第１保育所 535-0003 大阪市旭区中宮２－２２－２２

112 こども青少年局２８ 鯰江保育所 536-0004 大阪市城東区今福西１－１３－４

113 こども青少年局２８ 鴫野保育所 536-0014 大阪市城東区鴫野西５－３－３－１００

114 こども青少年局２８ 関目保育所 563-0008 大阪市城東区関目１－２４－２７

115 こども青少年局２８ 茨田第１保育所 538-0051 大阪市鶴見区諸口５－浜６－１７

116 こども青少年局２８ 高松保育所 545-0002 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南１－６－８

117 こども青少年局２８ 阪南保育所 545-0021 大阪市阿倍野区阪南３－２６－１３

118 こども青少年局２８ 北加賀屋保育所 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋２－１７－１

119 こども青少年局２８ 御崎保育所 559-0013 大阪市住之江区御崎７－２－４

120 こども青少年局２８ 住吉保育所 558-0054 大阪市住吉区帝塚山東５－９－４

121 こども青少年局２８ 住吉乳児保育所 558-3831 大阪市住吉区帝塚山東５－５－１６

122 こども青少年局２８ 苅田南保育所 558-0011 大阪市住吉区苅田９－１－１２

123 こども青少年局２８ 万領保育所 558-0056 大阪市住吉区万代東４－１－２９

124 こども青少年局２８ 鷹合保育所 546-0014 大阪市東住吉区鷹合１－５－１６

125 こども青少年局２８ 矢田教育の森保育所 546-0023 大阪市東住吉区矢田５－２－１２

126 こども青少年局２８ 加美第１保育所 547-0006 大阪市平野区加美正覚寺２－１２－２６

127 こども青少年局２８ 加美第２保育所 547-0003 大阪市平野区加美南１－９－４５

128 こども青少年局２８ 長吉第１保育所 547-0013 大阪市平野区長吉長原東２－１－２２
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129 こども青少年局２８ 瓜破保育所 547-0024 大阪市平野区瓜破３－３－６４

130 こども青少年局２８ 喜連保育所 547-0027 大阪市平野区喜連６－７－４４

131 こども青少年局２８ 千本保育所 557-0055 大阪市西成区千本南２－１１－２０

132 こども青少年局２８ 天下茶屋保育所 557-0011 大阪市西成区天下茶屋東２－１－１２

133 こども青少年局２８ 長橋第２保育所 557-0023 大阪市西成区南開１－７－７

134 こども青少年局２８ 北津守保育所 557-0061 大阪市西成区北津守３－５－３２

135 こども青少年局２８ 松之宮保育所 557-0032 大阪市西成区旭２－７－１７

136 こども青少年局２８ 南津守保育所 557-0063 大阪市西成区南津守２丁目４－６１

137 健康局 環境科学研究センター 543-0026 大阪市天王寺区東上町８番３４号

138 健康局 総務課 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所２階

139 健康局 保健衛生検査所 541-0055 大阪市中央区船場中央３－１船場センタービル７号館３階

140 健康局 放射線技術検査所 556-0015 大阪市浪速区敷津西１－５－２３浪速図書館２階

141 健康局 こころの健康センター 534-0027 大阪市都島区中野町５－１５－２１都島センタービル３階

142 健康局 動物管理センター 559-0021 大阪市住之江区柴谷２－５－７４

143 健康局 食肉衛生検査所 559-0032 大阪市住之江区南港南５－２－４８中央卸売市場南港市場内

144 健康局 中央卸売市場食品衛生検査所 553-0005 大阪市福島区野田１－１－８６大阪市中央卸売市場内業務管理棟　１６階

145 健康局 中央卸売市場東部市場検査所 546-0001 大阪市東住吉区今林１－２－６８中央卸売市場東部市場内

146 健康局 大阪健康安全基盤研究所 543-0026 大阪市天王寺区東上町８番３４号

147 健康局 大阪市救急医療事業団 550-0013 大阪市西区新町４－１０－１３

148 健康局 保健所管理課 551-0051 大阪市阿倍野区旭町１－２－７－１０００あべのメディックス１０階

149 健康局 動物管理センター（分室） 537-0014 大阪市東成区大今里西１－１９－２９東成区保健福祉センター分館内

150 健康局 北部生活衛生監視事務所 530-8401 大阪市北区扇町２－１－２７北区役所２階

151 健康局 東部生活衛生監視事務所 541-8518 大阪市中央区久太郎町１－２－２７中央区役所３階

152 健康局 西部生活衛生監視事務所 552-8510 大阪市港区市岡１－１５－２５港区役所４階

153 健康局 南東部生活衛生監視事務所 545-0051 大阪市阿倍野区旭町１－２－７－１０００あべのメディックス１０階

154 健康局 南西部生活衛生監視事務所 559-0002 大阪市住之江区浜口東３－５－１６住之江区保健福祉センター分館

155 環境局 総務部総務課 545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１あべのルシアス１３階

156 環境局 大阪広域環境施設組合 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１あべのルシアス１２階

157 環境局 大阪湾広域臨海環境整備センター 530-0005 大阪市北区中之島２－２－２大阪中之島ビル９階

158 環境局 総務部施設管理課（瓜破斎場） 547-0022 大阪市平野区瓜破東４－４－１４６

159 環境局 環境管理部環境管理課 559-0034 大阪市住之江区南港北２－１－１０ＡＴＣビルＯ’ｓ棟　南館５階

160 環境局 環境管理部環境管理課（北部環境保全監視） 530-8401 大阪市北区扇町２－１－２７北区役所２階
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161 環境局 環境管理部環境管理課（東部環境保全監視） 541-8518 大阪市中央区久太郎町１－２－２７中央区役所３階

162 環境局 環境管理部環境管理課（西部環境保全監視） 552-8510 大阪市港区市岡１－１５－２５港区役所４階

163 環境局 環境管理部環境管理課（南東部環境保全監視 545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１あべのルシアス１２階

164 環境局 環境管理部環境管理課（南西部環境保全監視 559-0002 大阪市住之江区浜口東３－５－１６住之江区保健福祉センター分館

165 環境局 東北環境事業センター 533-0006 大阪市東淀川区上新庄１－２－２０

166 環境局 城北環境事業センター 538-0037 大阪市鶴見区焼野２－１１－１

167 環境局 西北環境事業センター 555-0032 大阪市西淀川区大和田２－５－６６

168 環境局 中部環境事業センター 546-0002 大阪市東住吉区杭全１－６－２８

169 環境局 中部環境事業センター（出張所） 556-0024 大阪市浪速区塩草２－１－１

170 環境局 西部環境事業センター 551-0013 大阪市大正区小林西１－２０－２９

171 環境局 東部環境事業センター 544-0013 大阪市生野区巽中１－１－４

172 環境局 西南環境事業センター 559-0023 大阪市住之江区泉１－１－１１１

173 環境局 南部環境事業センター 557-0063 大阪市西成区南津守５－５－２６

174 環境局 東南環境事業センター 547-0023 大阪市平野区瓜破南１－３－４０

175 健康局（３２） 大阪市民病院機構（派遣） 534-0021 大阪市都島区都島本通２－１３－２２大阪市立総合医療センター４階

176 建設局（３３） 総務部（総務課） 559-0034 大阪市住之江区南港北２－１－１０ＡＴＣビルＩＴＭ棟６階

177 建設局（３３） （一財）道路管理センター 530-0047 大阪市北区西天満３－１－６辰野西天満ビル２階

178 建設局（３４） 公園緑化部（調整課） 553-0005 大阪市福島区野田１－１－８６大阪市中央卸売市場内業務管理棟　６階

179 建設局（３４） 天王寺動物園 543-0063 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町１－１０８

180 大阪港湾局 総務課（庶務） 559-0034 大阪市住之江区南港北２－１－１０ＡＴＣビルＩＴＭ棟１０階

181 大阪港湾局 施設管理課 552-0022 大阪市港区海岸通３－４－２８

182 大阪港湾局 海務課（海上保全） 551-0023 大阪市大正区鶴町２－２０－４７

183 大阪港湾局 （株）大阪港トランスポートシステム 559-0031 大阪市住之江区南港東４丁目１０番１０８号大阪南港トラックターミナル管理棟２階

184 大阪港湾局 阪神国際港湾（株） 651-0087 神戸市中央区御幸通８－１－６神戸国際会館２０階

185 大阪港湾局 泉州港湾・海岸部総務運営課（総務運営） 595-0055 大阪府泉大津市なぎさ町６－１堺泉北港ポートサービスＣビル１０階

186 大阪港湾局 泉州港湾・海岸部堺泉北建設管理課（管理） 590-0981 大阪府堺市堺区塩浜町１番地

187 大阪港湾局 泉州港湾・海岸部阪南建設管理課（管理） 596-0014 大阪府岸和田市港緑町４－１０

188 大阪港湾局 泉州港湾・海岸部阪南建設管理課（深日） 599-0303 大阪府泉南郡岬町深日３４９３

189 建設局（３７） 舞洲スラッジセンター 554-0041 大阪市此花区北港白津２－２－７

190 建設局（３７） 東部方面管理事務所（管理課） 536-0024 大阪市城東区中浜１－１７－１０

191 建設局（３７） 東部方面管理事務所（田島工営所） 544-0011 大阪市生野区田島１－１７－１３

192 建設局（３７） 東部方面管理事務所（鶴見緑地公園事務所） 538-0036 大阪市鶴見区緑地公園２－１６３花博記念公園鶴見緑地内
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193 建設局（３７） 東部方面管理事務所（真田山公園事務所） 543-0015 大阪市天王寺区真田山町５－７０真田山公園内

194 建設局（３７） 西部方面管理事務所（管理課） 557-0062 大阪市西成区津守２－７－１３

195 建設局（３７） 西部方面管理事務所（市岡工営所） 552-0012 大阪市港区市岡２－１５－７４

196 建設局（３７） 西部方面管理事務所（大阪城公園事務所） 540-0002 大阪市中央区大阪城３－１１大阪城公園内

197 建設局（３７） 西部方面管理事務所（八幡屋公園事務所） 552-0005 大阪市港区田中３－１八幡屋公園内

198 建設局（３７） 南部方面管理事務所（管理課） 559-0023 大阪市住之江区泉１－１－１８９

199 建設局（３７） 南部方面管理事務所（平野工営所） 547-0033 大阪市平野区平野西１－４－２９

200 建設局（３７） 南部方面管理事務所（長居公園事務所） 546-0034 大阪市東住吉区長居公園１－１長居公園内

201 建設局（３７） 淀川左岸線２期建設事務所（設計課） 553-0005 大阪市福島区野田６－２－１６

202 建設局（３７） 北部方面管理事務所（管理課） 554-0001 大阪市此花区高見１－２－４７北部方面管理事務所２階

203 建設局（３７） 北部方面管理事務所（十三工営所） 532-0022 大阪市淀川区野中南２－８－４１

204 建設局（３７） 臨港方面管理事務所 559-0033 大阪市住之江区南港中６－２－３６

205 建設局（３７） 北部方面管理事務所（扇町公園事務所） 530-0025 大阪市北区扇町１－１－２１扇町公園内

206 建設局（３７） 北部方面管理事務所（十三公園事務所） 532-0028 大阪市淀川区十三元今里１－１－４１十三公園内

207 建設局（３７） 河川・渡船管理事務所 550-0015 大阪市西区南堀江４－３３－２７

208 建設局（３７） 田島工営所（上之宮出張所） 543-0037 大阪市天王寺区上之宮町３－２０

209 建設局（３７） 日本下水道事業団 541-0056 大阪市中央区久太郎町４－１－３大阪御堂筋ビル６階

210 建設局（３７） 日本下水道協会 101-0047 東京都千代田区内神田２－１０－１２内神田すいすいビル７階

211 建設局（３７） ＣＷＯ（船場事務所） 541-0055 大阪市中央区船場中央２－２－５－２３３船場センタービル５号館２階

212 建設局（３７） ＣＷＯ（市岡事務所） 552-0012 大阪市港区市岡２－１５－２６市岡下水処理場内

213 建設局（３７） ＣＷＯ（東部下水道事務所） 536-0024 大阪市城東区中浜１－１７－１０

214 建設局（３７） ＣＷＯ（西部下水道事務所） 557-0062 大阪市西成区津守２－７－１３

215 建設局（３７） ＣＷＯ（南部下水道事務所） 559-0023 大阪市住之江区泉１－１－１８９

216 建設局（３７） ＣＷＯ（北部下水道事務所） 554-0001 大阪市此花区高見１－２－４７

217 建設局（３７） 北部方面管理事務所（野田工営所） 553-0005 大阪市福島区野田６－２－１６

218 都市整備局 総務課（庶務・経理・契約・事業管理） 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所６階

219 都市整備局 大阪市住宅供給公社 530-0041 大阪市北区天神橋６－４－２０

220 都市整備局 生野南部事務所 544-8501 大阪市生野区勝山南３－１－１９生野区役所庁舎５階

221 都市整備局 淡路土地区画整理事務所 533-0023 大阪市東淀川区東中島４－４－４

222 都市整備局 三国東土地区画整理事務所 532-0004 大阪市淀川区西宮原２－６－５４

223 会計室 会計企画担当 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所１階

224 経済戦略局（４０） 公立大学法人大阪（事務局） 599-8531 大阪府堺市中区学園町1-1
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225 経済戦略局（４１） 公立大学法人大阪（看護職員） 545-8586 大阪市阿倍野区旭町１－５－７

226 万博推進局 総務企画部（総務課） 559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ＡＴＣビルＯ’ｓ棟　北館４階

227 都市交通局 総務担当 530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所地下１階

228 北区役所 総務課 530-8401 大阪市北区扇町２－１－２７北区役所４階

229 都島区役所 総務課（庶務） 534-8501 大阪市都島区中野町２－１６－２０

230 都島区役所 保健福祉課（運営・地域保健活動） 534-0027 大阪市都島区中野町５－１５－２１

231 福島区役所 企画総務課（総務） 553-8501 大阪市福島区大開１－８－１

232 此花区役所 企画総務課（企画総務） 554-8501 大阪市此花区春日出北１－８－４

233 中央区役所 総務課（総務・総合企画） 541-8518 大阪市中央区久太郎町１－２－２７

234 西区役所 総務課 550-8501 大阪市西区新町４－５－１４

235 港区役所 総務課 552-8510 大阪市港区市岡１－１５－２５

236 大正区役所 総務課・庶務グループ 551-8501 大阪市大正区千島２－７－９５

237 天王寺区役所 企画総務課 543-8501 大阪市天王寺区真法院町２０－３３

238 浪速区役所 総務課総務グループ 556-8501 大阪市浪速区敷津東１－４－２０

239 西淀川区役所 総務課 555-8501 大阪市西淀川区御幣島１－２－１０

240 淀川区役所 総務課 532-8501 大阪市淀川区十三東２－３－３

241 東淀川区役所 総務課（総務） 533-8501 大阪市東淀川区豊新２－１－４

242 東成区役所 総務課 537-8501 大阪市東成区大今里西２－８－４

243 生野区役所 企画総務課 544-8501 大阪市生野区勝山南３－１－１９

244 旭区役所 企画総務課（庶務） 535-8501 大阪市旭区大宮１－１－１７

245 城東区役所 総務課 536-8510 大阪市城東区中央３－５－４５城東区役所３階

246 鶴見区役所 総務課 538-8510 大阪市鶴見区横堤５－４－１９

247 阿倍野区役所 総務課（総務） 545-8501 大阪市阿倍野区文の里１－１－４０

248 住之江区役所 総務課 559-8601 大阪市住之江区御崎３－１－１７

249 住吉区役所 総務課 558-8501 大阪市住吉区南住吉３－１５－５５

250 東住吉区役所 総務課 546-8501 大阪市東住吉区東田辺１－１３－４

251 平野区役所 総務課 547-8580 大阪市平野区背戸口３－８－１９

252 西成区役所 総務課 557-8501 大阪市西成区岸里１－５－２０

253 消防局 総務部総務課 550-8566 大阪市西区九条南１－１２－５４４階　大阪市消防局総務部総務課　総務担当

254 消防局 企画部高度専門教育訓練センター 578-0966 東大阪市三島２－５－４３

255 消防局 日本消防検定協会 182-0012 東京都調布市深大寺東町４－３５－１６

256 消防局 北消防署 530-0013 大阪市北区茶屋町１９－４１
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257 消防局 都島消防署 534-0021 大阪市都島区都島本通２－１－８

258 消防局 福島消防署 553-0006 大阪市福島区吉野３－１７－２６

259 消防局 此花消防署 554-0021 大阪市此花区春日出北１－８－２８

260 消防局 中央消防署 540-0026 大阪市中央区内本町２－１－６

261 消防局 西消防署 550-0025 大阪市西区九条南１－１２－５４

262 消防局 港消防署 552-0007 大阪市港区弁天１－４－１

263 消防局 大正消防署 551-0011 大阪市大正区小林東３－５－１７

264 消防局 天王寺消防署 543-0001 大阪市天王寺区上本町８－５－１０

265 消防局 浪速消防署 556-0016 大阪市浪速区元町１－１４－２０

266 消防局 西淀川消防署 555-0012 大阪市西淀川区御幣島１－１０－２０

267 消防局 淀川消防署 532-0012 大阪市淀川区木川東４－１０－１２

268 消防局 東淀川消防署 533-0022 大阪市東淀川区菅原４－４－２７

269 消防局 東成消防署 537-0014 大阪市東成区大今里西１－２７－１３

270 消防局 生野消防署 544-0022 大阪市生野区舎利寺１－１３－８

271 消防局 旭消防署 535-0002 大阪市旭区大宮１－１－１１

272 消防局 城東消防署 536-0005 大阪市城東区中央３－４－２０

273 消防局 鶴見消防署 538-0052 大阪市鶴見区横堤５－５－４５

274 消防局 阿倍野消防署 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町４－４－３０

275 消防局 住之江消防署 559-0013 大阪市住之江区御崎４－１１－６

276 消防局 住吉消防署 558-0032 大阪市住吉区遠里小野１－１－９

277 消防局 東住吉消防署 546-0013 大阪市東住吉区南田辺３－４－５

278 消防局 平野消防署 547-0031 大阪市平野区平野南１－２－９

279 消防局 西成消防署 557-0041 大阪市西成区岸里１－４－２６

280 消防局 水上消防署 552-0021 大阪市港区築港３－１－４７

281 天王寺動物園 総務課 543-0063 大阪市天王寺区茶臼山町1-108

282 地方独立行政法人大阪市博物館機構 事務局　総務課 540-0008 大阪市中央区大手前4-1-32　大阪歴史博物館内

283 大阪市立美術館 総務課 543-0063 大阪市天王寺区茶臼山町1-82

284 大阪市立自然史博物館 総務課 546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23

285 大阪市立東洋陶磁美術館 総務課 530-0005 大阪市北区中之島1-1-26

286 大阪市立科学館 総務企画課 530-0005 大阪市北区中之島4-2-1

287 大阪歴史博物館 総務課 540-0008 大阪市中央区大手前4-1-32

288 大阪中之島美術館 学芸課 530-0005 大阪市北区中之島4-3-1
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289 水道局 職員課 559-8558 住之江区南港北2-1-10 ＡＴＣビルＩＴＭ棟9階

290 水道局 お客さまセンター 553-0003 福島区福島３－１４－２４　阪神ダイヤビルディング４０１

291 水道局 柴島浄水場 533-0024 東淀川区柴島１－３－１４

292 水道局 庭窪浄水場 570-0004 守口市淀江町１１－３１

293 水道局 豊野浄水場 572-0842 寝屋川市太秦高塚町１－１

294 水道局 施設保全センター　 533-0024 東淀川区柴島１－３－１４

295 水道局 東部水道センター　　 534-0021 都島区都島本通４－１２－４

296 水道局 西部水道センター　　 550-0015 西区南堀江４－１２－２６

297 水道局 南部水道センター 546-0033 東住吉区南田辺３－２－１

298 水道局 北部水道センター　　 532-0033 淀川区新高１－６－１９

299 水道局 水質試験所 533-0024 東淀川区柴島１－３－１４

300 水道局 水質試験所（庭窪分室） 570-0004 守口市淀江町１１－３１

301 水道局 水質試験所（豊野分室） 572-0842 寝屋川市太秦高塚町１－１

302 淀川右岸水防事務組合 532-0025 大阪市淀川区新北野1-11-11

303 淀川左岸水防事務組合 573-0051 大阪府枚方市三矢町6-11

304 大和川右岸水防事務組合 558-0032 大阪市住吉区遠里小野7-8-18

305 大阪市立総合医療センター総務課（厚生） 534-0027 大阪市都島区中野町 5-15-21　
　都島ｾﾝﾀｰビル5Ｆ　総務課（厚生）

306 大阪市立十三市民病院 管理課（庶務） 532-0034 大阪市淀川区野中北2-12-27

307 住之江診療所 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋1-2-16

308 大阪広域環境施設組合 総務課 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１
あべのルシアス１２階

309 大阪広域環境施設組合 西淀工場 555-0032 大阪市西淀川区大和田2-5-68

310 大阪広域環境施設組合 平野工場 547-0023 大阪市平野区瓜破南1-3-14

311 大阪広域環境施設組合 東淀工場 533-0003 大阪市東淀川区南江口3-16-6

312 大阪広域環境施設組合 住之江工場 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋4-1-26

313 大阪広域環境施設組合 鶴見工場 538-0037 大阪市鶴見区焼野2-11-5

314 大阪広域環境施設組合 八尾工場 581-0851 八尾市上尾町7-1

315 大阪広域環境施設組合 舞洲工場 554-0041 大阪市此花区北港白津1-2-48

316 大阪広域環境施設組合 北港事務所 554-0000 大阪市此花区夢洲東１丁目先

317 大阪市職員共済組合 保健医療係 530-8201 大阪市北区中之島1-3-20　大阪市役所4階

　※上記は現時点での配送予定先であり、後日貸与する「配付先及び配付数詳細一覧」とは異なる場合がある。
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