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1 令和３年度宿直用寝具賃貸借業務 令和3年3月8日 株式会社　白光 165,000円 令和3年4月1日

2 令和３年度中央区役所自動扉開閉装置保守点検業務 令和3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3年4月1日

3 令和３年度中央区総合庁舎一般廃棄物収集運搬業務 令和3年2月25日 株式会社ジャパン・クリーン・サービス 47,850円 令和3年4月1日

4 令和３年度中央区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務 令和3年2月25日 株式会社クリーンクニナカ 512,875円 令和3年4月1日

5 令和３年度在宅医療・介護連携施設マップシステム管理業務委託 令和3年2月25日 株式会社サイバークラフト 424,600円 令和3年4月1日

6 中央区役所古紙等売却業務（単価契約） 令和3年3月5日 共和紙料株式会社 73,530円 令和3年4月1日

7 地域安全防犯関係事業にかかる地域安全防犯業務用被服の購入 令和3年4月19日 株式会社ビーワン 100,298円 令和3年5月20日

8 令和３年度中央区役所植木剪定業務 令和3年5月6日 株式会社　誠光園 211,200円 令和3年5月25日

9
地域安全防犯関係事業にかかる地域安全防犯業務用青色防犯パトロールカー車載用AED
バッテリー購入

令和3年4月26日 株式会社アダチ 33,000円 令和3年5月27日

10
中央区生涯学習推進・支援事業、人権啓発推進事業、区の歴史と文化を活かした生涯学習
事業用　ラミネートフィルム（A2）外16点の購入

令和3年6月7日 株式会社シービジョン 45,936円 令和3年6月29日

11
中央区生涯学習推進・支援事業用　中央区生涯学習フェスタ2021の実施に係るチラシの作
成

令和3年6月18日 株式会社ミラテック 38,610円 令和3年7月6日

12 令和３年度中央区役所庁舎にかかる衛生害虫駆除業務 令和3年6月28日 キョウワプロテック株式会社 40,700円 令和3年7月14日

13
地域安全防犯関係事業にかかる青色防犯パトロール車両（電気自動車）の道路運送車両法
第48条第1項の規定による定期点検整備

令和3年6月11日 西日本三菱自動車販売株式会社 40,101円 令和3年7月15日

14 区役所事務用ゴム印の購入 令和3年6月28日 株式会社シービジョン 62,821円 令和3年7月16日

15 区役所事務用アルカリ電池外29点の購入 令和3年7月21日 関西文具株式会社 295,394円 令和3年8月10日

公募型比較見積結果（令和3年度）
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16 出生届記念品（ガーゼタオルハンカチ外１点）の購入 令和3年7月27日 株式会社　大喜 153,120円 令和3年8月12日

17 令和３年度中央区総合庁舎受水槽・汚水槽・雑排水槽清掃作業 令和3年7月14日 関西浄化槽工業株式会社 327,800円 令和3年8月17日

18 区役所事務用ビジネスインクジェット複合機買入 令和3年8月3日 ＮＥＩＣＳ合同会社 68,585円 令和3年8月20日

19
種から育てる地域の花づくり事業（緑化ボランティア育成支援事業）にかかるたねまき培土ほ
か24点の購入

令和3年7月29日 丸石園芸株式会社 157,300円 令和3年8月20日

20 地域安全防犯事業にかかる青色防犯パトロール車両（電気自動車）の修繕 令和3年7月28日 西日本三菱自動車販売株式会社 254,738円 令和3年8月26日

21 令和３年度市民協働型自転車利用適正化事業にかかる自着シール式警告エフ作成業務 令和3年8月6日 株式会社宣成社 341,000円 令和3年8月26日

22 区役所選挙事務用掲示用粘着タブほか16点の買入 令和3年8月18日 関西文具株式会社 209,242円 令和3年9月3日

23
母子保健、ひろげる講座、食育キャンペーン、地域健康講座、保健師指導事務、各種保健事
業実施用　カラー用紙ほか31点購入

令和3年8月23日 キヨトモ事務用品株式会社 176,792円 令和3年9月9日

24 令和３年度中央区総合庁舎水質検査・簡易専用水道検査業務 令和3年8月31日 株式会社ケイ・エス分析センター 41,690円 令和3年9月15日

25 防災関係事業に係る備蓄及び啓発用携帯トイレの購入 令和3年8月24日 株式会社　赤尾 192,500円 令和3年9月15日

26 防災関係事業に係る備蓄及び啓発用アルファ化米の購入 令和3年8月24日 株式会社　赤尾 267,300円 令和3年9月15日

27 安心子育て応援事業における子育て交流事業用プリンターインクほか7点の購入 令和3年8月17日 ニュー関西パーツ合同会社 59,620円 令和3年9月15日

28 令和３年度成人の日記念のつどいにかかるポスターの作成 令和3年8月29日 株式会社ミラテック 33,440円 令和3年9月16日

29 中央区人権啓発推進事業にかかる人権講演会のチラシ・ポスターの作成 令和3年9月6日 株式会社ミラテック 51,260円 令和3年9月22日

30
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」事業にかかる感光体
ユニットほか３点の購入

令和3年9月10日 ＮＥＩＣＳ合同会社 190,498円 令和3年9月24日



No 案　件　名　称 公示日 契約の相手方
契約金額
（税込）

契約日

31
交通安全運動関係事業にかかる交通安全啓発用シャープナー付色鉛筆１２Ｐほか３点の購
入

令和3年9月15日 Ｒｏｌ 220,000円 令和3年10月8日

32 衆議院議員選挙事務用アルコール消毒液の買入 令和3年9月24日 佐川印刷株式会社 169,290円 令和3年10月11日

33 区役所事務用ラミネートフィルムほか15点の買入 令和3年10月1日 株式会社　カナガワ 174,397円 令和3年10月15日

34 国民健康保険事務用　インデックスほか１９点買入 令和3年10月8日 株式会社　カナガワ 102,357円 令和3年10月25日

35 令和３年度成人の日記念のつどいにかかるプログラムの作成及び印刷 令和3年10月4日 株式会社ミラテック 30,228円 令和3年10月26日

36 地域安全防犯関係事業にかかるカギ式ワイヤー錠ほか1点の購入 令和3年10月18日 Ｒｏｌ 231,000円 令和3年11月9日

37 人権啓発推進事業にかかる人権啓発用マスク購入 令和3年10月22日 Ｒｏｌ 33,000円 令和3年11月15日

38 地域安全防犯関係事業にかかる防犯啓発用冊子の印刷 令和3年10月20日 有限会社ウェイク 215,600円 令和3年11月15日

39
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」事業にかかる中央区
橋梁上清掃作業実施に伴う物品搬送業務

令和3年10月15日 アシストライン株式会社 19,800円 令和3年11月16日

40 種から育てる地域の花づくり事業（緑化ボランティア育成支援事業）にかかる花苗の購入 令和3年11月1日 赤松種苗株式会社 55,000円 令和3年11月16日

41 地域安全防犯関係事業にかかる感光体ユニットほか５点の購入 令和3年10月20日 ＮＥＩＣＳ合同会社 337,040円 令和3年11月19日

42 防災関係事業に係るＬＥＤヘッドライトほか６点の購入 令和3年11月5日 株式会社　岡野 310,310円 令和3年11月24日

43
地域安全防犯関係事業にかかる地域安全防犯業務用青色防犯パトロール車両用ドライブレ
コーダーほか2点の購入

令和3年11月9日 Ｒｏｌ 297,000円 令和3年12月3日

44 地域安全防犯関係事業にかかる手提げかばんの購入 令和3年11月19日 新和印刷株式会社 287,100円 令和3年12月22日

45 各種保健事業実施用　アルコールチェッカーの支出について 令和3年12月9日 協和産商株式会社 3,509円 令和3年12月22日
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46 令和３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3年11月19日 株式会社大和速記情報センター 36,300円 令和3年12月8日

47 安心子育て応援事業における子育て交流事業用マットほか1点の購入 令和3年11月15日 株式会社　カナガワ 152,900円 令和4年1月5日

48
食育推進連絡調整会議、地区組織活動育成、保健栄養指導事業実施用デジタルスケール
外２５点

令和3年12月20日 株式会社　カナガワ 67,624円 令和4年1月14日

49 交通安全運動関係事業にかかる交通安全啓発用巾着袋 令和3年12月7日 デジタルランド株式会社 198,000円 令和4年1月17日

50 国民健康保険 特定健康診査実施向上啓発用　被保険者証ケース 令和3年12月22日 株式会社　カナガワ 54,450円 令和4年1月19日

51 区役所選挙事務用トナーカートリッジ買入 令和4年1月7日 ダイトク商事　徳田稔喜 22,522円 令和4年1月24日

52 交通安全啓発用消しゴムほか1点買入 令和4年1月11日 Rol 160,600円 令和4年1月24日

53 地域安全防犯業務用レインスーツほか2点買入 令和4年1月7日 株式会社　カナガワ 37,400円 令和4年1月25日

54 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12月22日 サンケーシステム株式会社 185,900円 令和4年1月26日

55 介護保険事務用　テープのりカートリッジ　外11点買入 令和4年1月7日 株式会社　カナガワ 77,182円 令和4年1月26日

56 令和３年度「団体との協議」会議録作成業務委託 令和3年12月24日 神戸綜合速記株式会社 19,580円 令和4年1月27日

57 地域健康情報発信事業（壮年期・老年期）用ウエットティッシュの購入 令和4年1月17日 Rol 114,400円 令和4年1月31日

58
「子育て支援室のご案内」（パンフレット）の企画編集（デザイン・レイアウト・イラストの作成）
及び印刷

令和3年12月20日 近電写真工業株式会社 64,020円 令和4年2月1日

59 各種保健事業実施用「保健事業案内」の作成及び印刷業務委託 令和4年1月17日 株式会社ミラテック 13,200円 令和4年2月1日

60 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4年1月18日 近電写真工業株式会社 28,457円 令和4年2月2日
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61 区役所事務用トナーカートリッジほか６点買入 令和4年1月19日 株式会社ディエスジャパン 284,955円 令和4年2月3日

62 地域安全防犯関係事業にかかるマスクほか２点買入 令和4年1月5日 Rol 198,000円 令和4年2月4日

63 安心子育て応援事業に係る「子育て情報マップ」の編集及び印刷 令和4年1月17日 有限会社マック・アド・カンパニー 62,920円 令和4年2月9日

64 国民健康保険事務用　納付勧奨用封筒 令和4年1月28日 光栄堂印刷株式会社 137,500円 令和4年2月15日

65
母子保健、４歳児訪問、健康づくりひろげる講座、保健師指導事務、各種保健事業実施用
ラミネートフィルムほか４２点の買入

令和4年2月1日 株式会社　カナガワ 123,196円 令和4年2月15日

66 市民協働課関係事業にかかる業務用自転車（電動自動車）の修繕 令和4年1月19日 株式会社　カナガワ 86,240円 令和4年2月17日

67 地域防災リーダー用防災作業服上衣ほか８点買入 令和4年2月2日 株式会社池田商店 355,905円 令和4年2月17日

68 「中央区オリジナル婚姻届」届書用紙印刷 令和4年2月3日 有限会社あすか美術印刷 24,200円 令和4年2月21日

69 中央区人権啓発推進事業　感光体ユニットほか２１点購入 令和4年2月1日 NEICS合同会社 339,526円 令和4年2月22日

70 区役所事務用ゴム印買入 令和4年2月8日 株式会社シービジョン 65,516円 令和4年2月25日

71 路上喫煙禁止地区啓発用壁面貼り付けビニール製シートの買入 令和4年1月27日 不二工芸株式会社 77,000円 令和4年2月28日

72 防災関係事業用デジタルカメラほか14点買入 令和4年2月7日 ＮＥＩＣＳ合同会社 176,440円 令和4年2月28日

73 生活保護事務用CD-R外33点の買入 令和4年2月17日 株式会社　カナガワ 120,470円 令和4年3月1日

74 種から育てる地域の花づくり事業(緑化ボランティア育成支援事業）にかかる花苗の購入 令和4年2月1日 丸石園芸株式会社 81,180円 令和4年3月2日

75 区役所事務用　PDF変換ソフト 令和4年2月10日 ＮＥＩＣＳ合同会社 13,475円 令和4年3月4日
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76 令和３年度「こども110番の家」ステッカーの作成 令和4年2月7日 赤坂印刷株式会社 52,800円 令和4年3月7日

77 国民健康保険事務用　スティックのりほか26点買入 令和4年2月18日 株式会社　カナガワ 200,879円 令和4年3月8日

78 区役所庁舎管理用コードレス掃除機及び高圧洗浄機 令和4年2月10日 上新電機株式会社 312,400円 令和4年3月9日

79 区の広報関係事業・区政会議運営事業用ラベルシールほか12点買入 令和4年2月24日 株式会社　カナガワ 213,119円 令和4年3月10日

80 区役所事務用インクジェット複合機ほか４点買入 令和4年2月25日 有限会社スリーエス 201,256円 令和4年3月11日

81 区役所事務・庁舎管理用消毒液スタンドほか５点買入 令和4年2月25日 協和産商株式会社 305,250円 令和4年3月15日

82 市民協働型自転車利用適正化事業にかかる自着シール式警告エフ作成業務 令和4年2月28日 株式会社宣成社 286,000円 令和4年3月15日

83 防災関係事業用充電式乾電池買入 令和4年2月28日 株式会社　カナガワ 67,320円 令和4年3月15日

84 路上喫煙禁止地区啓発用パネルケースの買入 令和4年3月7日 NEICS合同会社 325,600円 令和4年3月16日

85 安心子育て応援事業における子育て交流事業用鉄棒ほか５点購入 令和4年2月16日 Miメイト 161,865円 令和4年3月16日

86 環境浄化啓発用感光体ユニットほか４点の買入 令和4年3月8日 NEICS合同会社 234,575円 令和4年3月17日

87 保健福祉課訪問用電動アシスト自転車購入 令和4年2月25日 株式会社コジマ 82,330円 令和4年3月18日

88 令和３年度第３回中央区区政会議会議録作成業務委託（概算契約） 令和4年2月16日 株式会社大和速記情報センター 36,300円 令和4年3月2日


