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1 中央区役所宿日直用寝具等借入業務 令和2年3月4日 株式会社白光 132,000円 令和2年4月1日

2 中央区総合庁舎一般廃棄物搬出処理業務 令和2年3月5日 株式会社ジャパン・クリーン・サービス 77,000円 令和2年4月1日

3 中央区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務 令和2年3月5日 株式会社クリーンクニナカ 728,750円 令和2年4月1日

4 中央区役所自動扉開閉装置保守点検業務委託 令和2年3月5日 株式会社北陽オートドアサービス 225,720円 令和2年4月1日

5 中央区役所古紙等売却業務（単価契約） 令和2年3月6日 共和紙料株式会社 18,557円 令和2年4月1日

6 在宅医療・介護連携施設マップシステム管理業務委託 令和2年3月10日 株式会社サイバー・クラフト 432,300円 令和2年4月1日

7 中央区役所植木剪定業務 令和2年4月9日 SURGE株式会社 242,000円 令和2年4月22日

8 中央区総合庁舎水質検査・簡易専用水道検査業務 令和2年4月13日 株式会社ケイ・エス分析センター 41,690円 令和2年4月24日

9 区役所事務用　日付差替コマセット外12点買入 令和2年4月20日 株式会社カナガワ 125,400円 令和2年5月1日

10 地域安全防犯関係事業に係るひったくり防止カバー（後ろかご用）買入 令和2年4月13日 サンエス技研株式会社 350,900円 令和2年5月12日

11 地域安全防犯関係事業に係る業務用被服買入 令和2年4月17日 株式会社エフケイエス 273,900円 令和2年5月13日

12 中央区総合庁舎雑排水槽清掃にかかる産業廃棄物処理 令和2年4月24日 大阪ベントナイト事業協同組合 26,400円 令和2年5月20日

公募型比較見積結果（令和2年度）
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13 中央区総合庁舎受水槽・汚水槽・雑排水槽清掃作業 令和2年4月24日 関西浄化槽工業株式会社 287,100円 令和2年5月20日

14 国民健康保険事務用　印鑑ホルダー補充カートリッジ外５点買入 令和2年5月7日 関西文具株式会社 87,120円 令和2年5月20日

15 中央区役所庁舎害虫駆除業務 令和2年5月13日 株式会社博明社 55,000円 令和2年5月26日

16 区役所事務用テント買入 令和2年5月25日 株式会社カナガワ 138,600円 令和2年6月5日

17 地域防犯対策事業の推進に係る青色防犯パトロール車両の修繕整備 令和2年5月22日 西日本三菱自動車販売株式会社 37,070円 令和2年6月16日

18 中央区生涯学習推進・支援事業用　ＬＥＤソーラーランタン買入 令和2年6月5日 キンパイ商事株式会社 9,240円 令和2年6月22日

19 中央区生涯学習推進・支援事業、区における人権啓発推進事業用　マット紙他19点買入 令和2年5月29日 株式会社カナガワ 26,985円 令和2年6月24日

20 中央区多文化共生のまちづくり推進事業「やさしい日本語」研修等業務委託 令和2年6月11日 ＦＰＭ－α 66,000円 令和2年6月24日

21 こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー用電動アシスト自転車買入 令和2年6月1日 ヤマハ発動機販売株式会社 80,300円 令和2年6月24日

22 種から育てる地域の花づくり事業にかかる種外２３点買入 令和2年6月15日 丸石園芸株式会社 159,940円 令和2年7月2日

23 令和２年度第１回中央区区政会議会議録作成業務委託（概算契約） 令和2年6月22日 西都速記株式会社 16,500円 令和2年7月3日

24 区役所事務用電話機外３点買入 令和2年6月25日 NEICS合同会社 69,520円 令和2年7月8日

25 区役所事務用吊り下げ名札外８点買入 令和2年7月3日 株式会社カナガワ 83,490円 令和2年7月17日
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26 区役所事務用輪転機インク外１点買入 令和2年7月7日 プリントマシンセンター株式会社 155,760円 令和2年7月17日

27 生涯学習推進事業　生涯学習フェスタ2020周知チラシ作成及び印刷　業務委託 令和2年6月30日 株式会社大阪デジタル広告社 38,390円 令和2年7月20日

28 出生届記念品用ガーゼタオルハンカチ外１点買入 令和2年7月8日 株式会社大喜 153,120円 令和2年7月21日

29
厚生統計、母子保健、保健師指導、保栄指導、食育会議、地域リーダー養成、各種保健
事業実施用インデックス外３９点買入

令和2年7月10日 関西文具株式会社 71,346円 令和2年7月29日

30
青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第62条に規定する継続検査（車検）及び整備
並びに必要事務の代行等の実施

令和2年7月13日 西日本三菱自動車販売株式会社 118,112円 令和2年7月30日

31 中央区魅力発信パネル多言語翻訳業務 令和2年7月13日 株式会社高電社 399,080円 令和2年8月4日

32 区役所事務用ゴム印買入 令和2年7月20日 株式会社シービジョン 63,943円 令和2年8月7日

33 国民健康保険事務用トナーカートリッジ買入 令和2年8月1日 NEICS合同会社 358,435円 令和2年8月14日

34 区役所事務用液晶ディスプレイ外２点買入 令和2年8月7日 株式会社コジマ 103,499円 令和2年8月21日

35 「中央区オリジナル婚姻届」届書用紙印刷 令和2年8月11日 株式会社春日 68,200円 令和2年8月24日

36 国勢調査回答依頼用リーフレット印刷 令和2年8月14日 有限会社あすか美術印刷 21,780円 令和2年8月25日

37 地域安全防犯関係事業に係る防犯等啓発マスクポケットの印刷 令和2年8月5日 東洋紙業株式会社 105,600円 令和2年9月3日

38 住民投票用掲示用粘着タブ外13点買入 令和2年9月16日 株式会社カナガワ 253,782円 令和2年10月1日
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39 成人の日記念のつどい事業　啓発ポスター作成及び印刷 令和2年9月14日 株式会社ミラテック 33,440円 令和2年10月5日

40 人権啓発用マスク購入 令和2年9月25日 Ｒｏｌ　新　達雄 33,000円 令和2年10月19日

41 避難所感染症対策用　クリップ付きペンシル外５点買入 令和2年10月9日 株式会社カナガワ 280,500円 令和2年10月23日

42 避難所感染症対策用　非接触型体温計買入 令和2年10月9日 キンキ商事株式会社 122,100円 令和2年10月26日

43 成人の日記念のつどい事業　プログラムの作成及び印刷 令和2年10月12日 株式会社ミラテック 29,832円 令和2年10月28日

44 種から育てる地域の花づくり事業にかかる花苗外６点買入 令和2年9月25日 丸石園芸株式会社 92,400円 令和2年11月11日

45 ひったくり防止カバー（前かご用）買入 令和2年10月16日 株式会社RELIEF 195,800円 令和2年11月11日

46 保健福祉課事務用トナーカートリッジの買入 令和2年11月2日 株式会社オフィスアトムズ 246,818円 令和2年11月16日

47 地域安全防犯関係事業手さげ袋買入 令和2年11月2日 株式会社コウエイ 326,700円 令和2年11月27日

48 地域安全防犯関係事業ボールペン外33点 令和2年11月9日 関西文具株式会社 225,566円 令和2年12月3日

49 備蓄及び啓発用　アルファ化米買入 令和2年11月24日 株式会社赤尾 312,552円 令和2年12月7日

50 備蓄及び啓発用　啓発トイレ買入 令和2年11月24日 株式会社ミヨシ 215,600円 令和2年12月9日

51 令和２年度第2回中央区区政会議会議録作成業務委託（概算契約） 令和2年11月17日 株式会社大和速記情報センター 30,525円 令和2年12月10日
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52 区役所事務用トナーカートリッジ買入 令和2年11月30日 株式会社カナガワ 5,720円 令和2年12月11日

53 保健福祉課事務用蛍光ペン外消耗品４１点の買入 令和2年11月25日 株式会社カナガワ 155,100円 令和2年12月14日

54 地域安全防犯関係事業　連絡袋外１点 令和2年11月27日 関西文具株式会社 253,440円 令和2年12月16日

55 交通安全運動関係事業　巾着袋買入 令和2年11月25日 関西文具株式会社 308,000円 令和2年12月18日

56 避難所感染症対策用　防災マルチライト買入 令和2年12月8日 関西文具株式会社 380,160円 令和2年12月22日

57 自着シール式警告エフ作成業務 令和2年12月1日 株式会社宣成社 270,600円 令和2年12月23日

58 こどもサポートネット推進員用電動アシスト自転車購入 令和2年12月7日 ヤマハ発動機販売株式会社 166,199円 令和3年1月7日

59 特定健康診査実施率向上啓発用　被保険者証ケースの購入 令和2年12月17日 株式会社カナガワ 61,600円 令和3年1月14日

60 「子育て支援情報提供企画事業（子育てマップ）」の印刷 令和2年12月28日 有限会社マック・アド・カンパニー 60,918円 令和3年1月20日

61 国民健康保険事務用　トナーカートリッジの購入 令和3年1月22日 株式会社オフィスアトムズ 256,685円 令和3年1月8日

62 地域安全防犯関係事業　マスクポケットの印刷実施 令和2年12月4日 東洋紙業株式会社 150,645円 令和3年1月22日

63 区役所事務用　PDF変換ソフト 令和3年1月18日 ＮＥＩＣＳ合同会社 19,173円 令和3年1月29日

64 令和２年度大阪社会保障推進協議会との協議会議録作成業務委託 令和3年1月14日 株式会社大和速記情報センター 26,400円 令和3年2月1日
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65 避難所感染症対策用　段ボール製簡易ベッドほか１点買入 令和3年1月18日 株式会社赤尾 184,800円 令和3年2月1日

66 地域安全防犯関係事業にかかる防犯啓発用マスク購入 令和3年1月15日 株式会社エフケイエス 158,400円 令和3年2月2日

67 避難所感染症対策用　間仕切りパーテーション買入 令和3年1月18日 ヴィレップス合同会社 377,850円 令和3年2月2日

68 中央区在宅医療・介護ネットワーク事業用在宅あんしんマップの印刷 令和3年1月22日 アート印刷株式会社 31,774円 令和3年2月4日

69 国民健康保険事務用　印鑑ホルダー外７６点買入 令和3年1月25日 株式会社カナガワ 275,654円 令和3年2月5日

70 介護保険事務用テープのりカートリッジ外１４点 令和3年1月25日 関西文具株式会社 53,240円 令和3年2月8日

71 マンションにおける子育て交流事業用デジタルカメラほか６点購入 令和2年12月25日 株式会社コジマ 69,575円 令和3年2月8日

72 種から育てる地域の花づくり事業にかかるたねまき培土外８点買入 令和3年1月13日 丸石園芸株式会社 88,000円 令和3年2月10日

73
令和２年度市民協働で環境浄化に取り組む「みんなでクリーン！ゆめちゅうおう」事業にお
ける環境浄化啓発チラシ、ポスター作成業務

令和3年1月26日 有限会社マック・アド・カンパニー 80,850円 令和3年2月10日

74 「子育て支援室のご案内」（リーフレット）の作成 令和3年1月22日 有限会社マック・アド・カンパニー 28,600円 令和3年2月15日

75 国民健康保険事務用　納付勧奨用封筒の購入 令和3年2月4日 光栄堂印刷株式会社 137,500円 令和3年2月19日

76 地域安全防犯関係事業にかかるラベルシール外2点の購入 令和3年2月1日 Rol 105,600円 令和3年2月19日

77 保健福祉課事務用両開き保管庫外消耗品２７点 令和3年2月8日 関西文具株式会社 133,242円 令和3年2月22日
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78 令和２年度「こども110番の家」ステッカー及びタペストリーの作成 令和3年2月5日 Ｒｏｌ 新　達雄 185,845円 令和3年2月24日

79
母子保健、ひろげる講座、食育キャンペーン、食育会議、保栄指導、各種保健事業実施用
ホワイトボードマーカー外３２点購入

令和3年2月9日 関西文具株式会社 201,036円 令和3年2月24日

80 地域防災リーダー用ヘルメットほか１点買入 令和3年2月10日 宝永株式会社 189,420円 令和400年8月11日

81 防犯啓発用タオル買入 令和3年2月5日 Rol 368,500円 令和3年2月25日

82 保健福祉課事務用スタンプ台外50点買入 令和3年2月8日 株式会社カナガワ 230,254円 令和3年2月25日

83 防犯等啓発用手提げ紙袋買入 令和3年2月5日 東洋紙業株式会社 222,200円 令和3年2月25日

84 中央区内公共施設設置防犯カメラ保守点検管理業務 令和3年2月5日 サンケーシステム株式会社 143,000円 令和3年2月26日

85 「外国人住民のための災害への備え」翻訳及び企画編集、印刷業務委託 令和3年2月16日 株式会社アルビス 594,550円 令和3年3月3日

86 区役所事務用ミーティングチェア外１１点買入 令和3年2月5日 株式会社カナガワ 257,137円 令和3年3月3日

87 環境浄化啓発用壁面貼り付けビニール製シートの作成 令和3年2月17日 株式会社カンプリ 92,950円 令和3年3月4日

88 第3回中央区区政会議会議録作成業務委託（概算契約） 令和3年2月19日 株式会社大和速記情報センター 36,300円 令和3年3月4日

89 区役所事務用ゴム印買入 令和3年2月12日 永江印祥堂大阪営業所 62,650円 令和3年3月5日

90 交通安全啓発用下敷き外3点買入 令和3年2月26日 Rol 143,176円 令和3年3月11日
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91
市民協働で環境浄化に取り組む「みんなでクリーン！ゆめちゅうおう」事業にかかるポス
ターフレーム外９点の買入

令和3年3月4日 株式会社カナガワ 331,445円 令和3年3月15日

92 種から育てる地域の花づくり事業にかかる潅水コンピューター外10点買入 令和3年2月24日 丸石園芸株式会社 48,620円 令和3年3月18日


