
No. 施設名称 指定管理者
業務代行料

金額（参考金額）
（円）税込

第三者委託
業務内容

第三者委託
相手方

第三者委託契約
金額（円）税込

期間 備考

1-1 瓜破霊園送迎バス運行業務 (株)トーヨーふれ愛バス 14,195,060

1-2 瓜破霊園樹木維持工事 阪神造園建設業組合 13,301,200

1-3 合葬式墓地浄化曝気装置保守点検 (株)ＵＴＫ 748,000

1-4 合葬式墓地納骨業務 大阪府石材事業協同組合 611,100

1-5 瓜破霊園管理事務所自動扉保守点検業務 ナブコドア(株) 52,800

1-6 瓜破霊園管理事務所機械警備業務 セコム(株) 571,560

1-7 合葬式墓地記名板記名業務 (株)吉澤石材工業所 990,000

1-8 瓜破霊園特別期間仮設トイレ 和－クス 194,700

1-9 瓜破霊園特別期間における警備業務 阪神警備保障(株) 3,148,200

1-10 合葬式墓地システム保守管理 ㈱システムウイング 158,400

1-11 瓜破霊園特別期間における案内整備業務 大阪市シルバー人材センター 単価契約

1-12 瓜破霊園外２霊園一般廃棄物等収集業務 今里衛生協同組合 3,504,600

1-13 服部霊園特別期間仮設トイレ 和－クス 254,100

1-14 服部霊園特別期間における警備業務 阪神警備保障(株) 2,237,400

1-15 服部霊園樹木維持工事 阪神造園建設業組合 13,022,900

1-16 服部霊園一般廃棄物等収集業務 (株)石原産業 1,161,600

1-17 服部霊園送迎バス運行業務 岸和田観光バス(株) 17,934,730

1-18 服部霊園管理事務所自動扉保守点検業務 ナブコドア(株) 52,800

1-19 服部霊園管理事務所等機械警備業務 セコム(株) 594,000

環境局の指定管理者制度における第三者委託の状況について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年７月 現在
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1-20 服部霊園園内清掃業務 豊中市シルバー人材センター 単価契約

1-21 服部霊園特別期間における案内整備業務 豊中市シルバー人材センター 単価契約

1-22 南霊園樹木維持工事 阪神造園建設業組合 827,200

1-23 南霊園機械警備業務 セコム(株) 132,000

1-24 南霊園特別期間仮設トイレ 和－クス 211,200

1-25 南霊園特別期間における案内整備業務 大阪市シルバー人材センター 単価契約

1-26 北霊園樹木維持工事 阪神造園建設業組合 173,800

1-27 北霊園管理事務所自動扉保守点検業務 ナブコドア(株) 52,800

1-28 北霊園管理事務所機械警備業務 セコム(株) 191,400

1-29 北霊園特別期間における警備業務 阪神警備保障(株) 831,600

2-1 機械警備 セコム株式会社 582,000

2-2 園内警備 有限会社戎綜合警備 単価契約

2-3 特別対応期間園内案内業務
公益社団法人
阪南市シルバー人材センター

単価契約

2-4 汚水処理施設維持管理 株式会社サニコン 547,200

2-5 貯水槽清掃・点検 株式会社サニコン 78,000

2-6 汚水・汚物槽ポンプ点検 株式会社サニコン 60,000

2-7 自動ドア保守点検 ナブコドア株式会社 100,000

2-8 自家用電気工作物保安管理業務 近畿電設サービス株式会社 471,600

2-9 汚水処理施設清掃業務 有限会社南工業所 410,000

都市霊園
管理グループ

93,580,300
令和２年４月１日

～令和３年３月31日

令和２年４月１日
～令和３年３月31日
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2-10 消防設備保守点検業務 セコム株式会社 81,600

2-11 カロート入替工事 村上石材店株式会社 単価契約

2-12 廃カロート収集処分 株式会社エイチワイエス 単価契約

2-13 ホームページ作成 アイアンドアイサービス 140,670

3-1 機械警備 セコム(株) 27,600

3-2 廃棄物等収集運搬 今里衛生協同組合 277,777

3-3 特別対応期間園内案内業務 大阪市シルバー人材センター 単価契約

3-4 ホームページ作成業務 アイアンドアイサービス 45,500

4-1 夜間警備
エクセル・サポート・サービス株
式会社

5,160,000

4-2 機械警備
大阪市ガスセキュリティサービ
ス株式会社

361,200

4-3 環境調査・検査 大都保全興業株式会社 109,440 空気環境測定

4-4 付帯設備保守点検業務 ダイキンエアテクノ株式会社 430,000
パッケージエアコ
ン保守・点検

4-5 付帯設備保守点検業務 平和興業株式会社 2,262,400 設備機器全般

4-6 その他 タイムズ２４株式会社
利用料金制導入のた
め、契約金額はない。

駐車場管理

5-1 北斎場 付帯設備保守点検業務 東芝エレベータ株式会社 9,183,570

5-2 北斎場 機械設備保守点検業務 都築電気株式会社 1,298,000

5-3 北斎場 一般廃棄物処理 株式会社ジオメイク 118,800

5-4 鶴見斎場 付帯設備保守点検業務 大阪ガス株式会社 111,870

5-5 北・鶴見斎場 機械設備保守点検業務 日本電検株式会社 3,168,000

5-6 北・鶴見斎場 付帯設備保守点検業務 ナブコドア株式会社 3,033,800

やすらぎ天空館 株式会社　公益社
利用料金制のため、
業務代行料はない

令和２年４月１日
～令和３年３月31日

都市霊園
管理グループ

93,580,300
令和２年４月１日

～令和３年３月31日

北・鶴見斎苑
管理グループ

310,175,140
令和２年４月１日

～令和３年３月31日

大阪市設住吉霊
園ほか４霊園

斎園管理グループ 36,978,700
令和２年４月１日

～令和３年３月31日

泉南メモリアル
パーク
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6-1 小林斎場 付帯設備保守点検業務 寺岡オート・ドアシステム株式会社 572,000

6-2 小林斎場 一般廃棄物処理 山田衛生株式会社 79,200

6-3 佃斎場 付帯設備保守点検業務 ナブコドア株式会社 33,000

6-4 小林・佃斎場 自家用電気工作物保守点検業務 日本電検株式会社 571,780

6-5 小林・佃斎場 機械警備業務 株式会社セノン 996,240

7

大阪市立此花屋内
プール・西淀川屋内
プール・住之江屋内

プール

公益財団法人
フィットネス21事業団

140,108,450 施設設備維持管理・清掃・機械警備 イオンディライト株式会社 28,508,810
 令和２年４月１日

～令和３年３月31日

令和２年４月１日
～令和３年３月31日

おおさか斎苑
管理グループ

152,042,733


