
No 案　件　名　称 公示日 契約の相手方
契約金額
（税込）

契約日

1 令和４年度中央区総合庁舎一般廃棄物収集運搬業務 令和4年3月3日 株式会社ジャパン・クリーン・サービス 41,250円 令和4年4月1日

2 令和４年度宿直用寝具賃貸借業務 令和4年3月4日 株式会社　白光 171,600円 令和4年4月1日

3 令和４年度中央区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務 令和4年3月7日 株式会社クリーンクニナカ 566,500円 令和4年4月1日

4 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4年3月7日 株式会社サイバー・クラフト 415,800円 令和4年4月1日

5 令和４年度中央区役所自動扉開閉装置保守点検業務 令和4年3月9日 株式会社北陽オートドアサービス 225,720円 令和4年4月1日

6 中央区役所古紙等売却業務（単価契約） 令和4年3月9日 有限会社谷山商店 175,131円 令和4年4月1日

7
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4年4月14日 株式会社M Sｔｙｌｅ 29,700円 令和4年4月27日

8 令和４年度中央区役所植木剪定業務 令和4年5月18日 大家緑化株式会社 258,500円 令和4年6月6日

9 中央区人権啓発推進事業　映画会上映業務委託 令和4年5月20日 株式会社大阪映画センター 162,800円 令和4年6月6日

10 地域安全防犯関係事業にかかる水性多用途ペンキほか7点の購入 令和4年5月13日 光英金物株式会社 42,251円 令和4年6月8日

11
地域安全防犯関係事業にかかる防犯啓発用ひったくり防止カバー（前かご用）ほか1点の
購入

令和4年5月25日 Ｒｏｌ　代表　新　達雄 384,450円 令和4年6月9日

12 区役所選挙事務用使い切り手袋ほか10点買入 令和4年6月1日 株式会社カナガワ 139,451円 令和4年6月20日

13
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2022の実施に係るチラシ作
成及び印刷業務委託

令和4年6月6日 株式会社ウイルハーツ 37,950円 令和4年6月27日

14 環境浄化啓発用液晶ディスプレイほか２点の買入 令和4年6月10日 株式会社コジマ 37,840円 令和4年6月27日

公募型比較見積結果（令和4年度）
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15 令和４年度中央区役所庁舎にかかる衛生害虫駆除業務 令和4年6月10日 株式会社ハヤシハウジング 48,400円 令和4年6月30日

16 区役所事務用トナーカートリッジほか３点の買入 令和4年6月17日 有限会社スリーエス 275,748円 令和4年7月4日

17 国民健康保険事務用　パイプファイルほか３点買入 令和4年6月23日 株式会社　カナガワ 27,967円 令和4年7月8日

18 区役所事務用電動アシスト自転車の買入 令和4年6月28日 株式会社コジマ 101,420円 令和4年7月20日

19 大阪市中央区4歳児訪問事業にかかる絵本買入 令和4年7月1日 有限会社　ワニコ書店 716,925円 令和4年7月21日

20 区役所事務用ゴムバンドほか25点の購入 令和4年7月8日 株式会社　カナガワ 178,812円 令和4年7月22日

21
母子保健、健康づくりひろげる講座、保健師指導事務、食育キャンペーン、地域保健講
座、感染症対策用　ホワイトボードシートほか４０点の買入

令和4年7月14日 関西文具株式会社 109,362円 令和4年7月28日

22 各種保健事業実施用　ワークチェアほか１点の買入 令和4年7月14日 株式会社　カナガワ 27,423円 令和4年7月28日

23
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4年7月11日 西日本三菱自動車販売株式会社 119,843円 令和4年8月1日

24 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８点の購入 令和4年7月8日 Ｍⅰメイト　大橋　理伸 262,350円 令和4年8月2日

25 地域安全防犯関係事業にかかる特殊詐欺防止啓発用ポケットティッシュほか2点の購入 令和4年7月6日 株式会社コウエイ 73,370円 令和4年8月4日

26 令和４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4年7月7日 一般社団法人ＫＩＺＵＮＡ 30,690円 令和4年8月4日

27 地域安全防犯関係事業にかかる防犯等啓発用手提げ紙袋の購入 令和4年8月1日 新和印刷株式会社 316,800円 令和4年8月25日

28 区役所事務用ゴム印の購入 令和4年8月12日 中村南店　福澤淑行 16,500円 令和4年9月1日

29
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）にかかる育苗培土ほ
か15点の購入

令和4年8月12日 丸石園芸株式会社 184,250円 令和4年9月1日
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30 環境浄化啓発用火ばさみほか７点の買入 令和4年8月24日 株式会社　カナガワ 214,940円 令和4年9月6日

31 区役所庁舎管理用アルコール手指消毒液の購入 令和4年8月22日 協和産商株式会社 306,680円 令和4年9月7日

32 食育キャンペーン・イベント事業実施用　ワイヤレスマイクほか１点の買入 令和4年8月25日 水都環境サービス株式会社 34,782円 令和4年9月7日

33 令和４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4年8月18日 日本水処理工業株式会社 41,250円 令和4年9月8日

34 交通安全運動関係事業にかかる交通安全啓発用えんぴつほか2点の購入 令和4年8月8日 株式会社　チヂキ 173,800円 令和4年9月15日

35 令和４年度成人の日記念のつどい周知ポスター作成 令和4年8月22日 株式会社ミラテック 34,760円 令和4年9月16日

36 生活保護事務用つづりひも外１４点の購入 令和4年9月1日 関西文具株式会社 56,386円 令和4年9月16日

37 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4年8月17日 ＮＥＩＣＳ合同会社 331,353円 令和4年9月20日

38 中央区人権啓発推進事業にかかる人権映画会のチラシ・ポスター作成 令和4年9月9日 Ｒｏｌ　代表　新　達雄 26,950円 令和4年9月29日

39 国民健康保険事務用　納付勧奨用封筒ほか１点の購入 令和4年9月13日 佐川印刷株式会社大阪支店 269,720円 令和4年9月30日

40
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4年9月14日 中尾運輸株式会社 27,500円 令和4年10月7日

41 地域安全防犯関係事業にかかる防犯啓発用ひったくり防止カバー（後ろかご用）の買入 令和4年9月5日 サンエス技研株式会社 385,000円 令和4年10月13日

42
各種保健事業、母子保健、新型コロナウイルス感染症対策用　日付回転印ほか１８点の
買入

令和4年9月30日 株式会社　カナガワ 93,885円 令和4年10月17日

43 環境浄化啓発用のぼりの買入 令和4年10月4日 株式会社コウエイ 15,840円 令和4年10月19日

44 国民健康保険事務用　実務電卓ほか２１点買入 令和4年10月11日 株式会社　カナガワ 38,309円 令和4年10月26日
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45 地域安全防犯関係事業にかかる地域安全防犯業務用レインスーツほか3点買入 令和4年9月28日 株式会社ビーワン 65,219円 令和4年10月28日

46 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10月19日 株式会社宣成社 396,000円 令和4年11月2日

47 区役所事務用テレホンスタンドほか20点買入 令和4年10月14日 株式会社　カナガワ 245,746円 令和4年11月4日

48 地域安全防犯関係事業にかかる写真用紙ほか３点買入 令和4年10月7日 関西文具株式会社 177,474円 令和4年11月8日

49 種から育てる地域の花づくり事業にかかるゴールドクレストほか３点買入 令和4年10月12日 丸石園芸株式会社 22,000円 令和4年11月8日

50 人権啓発推進事業にかかる人権啓発用マスクの買入 令和4年10月20日 Ｒｏｌ　代表　新　達雄 39,600円 令和4年11月9日

51 ４歳児訪問事業用　電動アシスト自転車の買入 令和4年11月2日
株式会社コジマ　コジマ×ビックカメラ

イオンタウン茨木太田店
172,040円 令和4年11月16日

52 防災関係事業に係る備蓄及び啓発用携帯トイレの買入 令和4年11月2日 株式会社　赤尾 192,500円 令和4年11月22日

53 防災関係事業に係る備蓄及び啓発用アルファ化米の買入 令和4年11月2日 株式会社　赤尾 267,300円 令和4年11月22日

54 区役所統計調査用　角２封筒ほか２点買入 令和4年11月9日 株式会社　カナガワ 12,777円 令和4年11月25日

55 区政会議・広報事務用　Web会議用カメラほか５点買入 令和4年11月10日
株式会社コジマ　コジマ×ビックカメラ

イオンタウン茨木太田店
139,590円 令和4年11月25日

56 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用テープのり本体ほか１４点買入 令和4年11月17日 株式会社　カナガワ 90,060円 令和4年11月29日

57
生涯学習推進・支援事業、区の歴史と文化を活かした生涯学習事業、成人の日記念のつ
どい事業用レーザーポインターほか19点買入

令和4年11月7日 株式会社　カナガワ 107,525円 令和4年11月30日

58 安心子育て応援事業における子育て交流事業用パーテーションほか5点の購入 令和4年11月9日 Ｍｉメイト　大橋　理伸 133,568円 令和4年12月1日

59 地域安全防犯関係事業にかかる連絡袋ほか1点買入 令和4年11月8日 株式会社　カナガワ 223,850円 令和4年12月8日
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60 令和４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4年11月24日 株式会社大和速記情報センター 27,225円 令和4年12月13日

61 人権啓発推進事業にかかる人権啓発用ノートの買入 令和4年11月24日 株式会社ケーエスアイ 85,800円 令和4年12月13日

62 区役所事務用イラスト入り封筒の買入 令和4年11月28日 有限会社あすか美術印刷 196,680円 令和4年12月14日

63 地域健康情報発信事業（壮年期・老年期）用ウェットティッシュの買入 令和4年12月5日 株式会社ケーエスアイ 81,400円 令和4年12月20日

64 国民健康保険　特定健康診査実施率向上啓発用　被保険者証ケースの買入 令和4年12月6日 株式会社シービジョン 57,750円 令和4年12月26日

65 地域安全防犯関係事業にかかる防犯啓発用ダッシュボード用マットの買入 令和4年12月12日 Ｒｏｌ　代表　新　達雄 253,000円 令和4年12月27日


