
 

 

地方自治法施行令第 167条の２第１項第 3号の規定に基づく随意契約                             平成 31年４月 1日現在 

契約結果調書 

                                      担当部局：  建設局   

Ｎｏ 
物品又は 

役務の名称 
数 量 

契約を締結 

した日 
契約の相手方の名称及び所在地 契約金額 

契約の相手方 

とした理由 

契約担当部局 

連絡先 
備 考 

１ 

自転車保管所管

理運営業務委託 

1 

平成 31年 4月 1日 

名称：公益社団法人 大阪市シルバー人

材センター 

所在地：大阪市城東区関目 3-1-14 

 

264,993,598

円 

地方自治法施行令第 167条の 2第1

項第 3 号に規定する障がい者施設

関係又はシルバー人材センターの

うち福祉局長が公表する障がい者

施設又は（公社）大阪市シルバー人

材センター又は同政令に規定する

母子・父子福祉団体でこども青少年

局長が公表する母子・父子福祉団体

のうち、本案件の履行が可能なもの

を選定した上で、見積書を徴した結

果による。 

建設局企画部方面調整

課自転車対策担当（辻

阪） 

電話：06-6615-6683 
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２ 

天王寺動物園・天

王寺公園内清掃

除草作業業務委

託 

1 

平成31年4月1日 

名称 

株式会社NICO JAPAN 

 

所在地 

大阪市城東区関目1-11関目コーポB棟

110号 

26,300,000円 政令第167条の2第1項第3号に規

定する障がい者施設関係のうち福

祉局長が公表する障がい者施設又

は同政令に規定するシルバー人材

センターのうち福祉局長が公表す

るリストに記載された団体又は同

政令に規定する母子・父子福祉団体

等でこども青少年局長が公表する

母子・父子福祉団体等又は同政令に

規定する認定生活困窮者就労訓練

事業を行う施設（役務の提供）のう

ち、本案件の履行が可能なものを選

定した上で、見積書を徴した結果に

よる。 

建設局天王寺動物公園

事務所管理課（中川） 

℡06-6771-8404 
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３ 

平成 31 年度公園

内放置自転車・自

動二輪車違法駐

車対策業務委託 

１ 

平成 31年４月１日 

名称 

公益社団法人 

大阪市シルバー人材センター 

所在地 

大阪市城東区関目３丁目１番１４号 

3,220,882円 地方自治法施行令第 167 条の 2 第

１項第３号に規定する障がい者施

設関係、又はシルバー人材センター

のうち福祉局長が公表する障がい

者施設又は（公社）大阪市シルバー

人材センター、又は同政令に規定す

る母子・父子福祉団体でこども青少

年局長が公表する母子・父子福祉団

体のうち、本案件の履行が可能なも

のを選定した上で、見積書を徴した

結果による。 

総務部管理課（適正化

担当）（田中） 

06-6615-6681 
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４ 

中之島公園ほか

２３公園清掃除

草作業業務委託 

１ 平成 31年 4月 1日 名称 

公益社団法人 

大阪市シルバー人材センター 

所在地 

大阪市城東区関目 3-1-14 

75,015,008円 地方自治法施行令第 167条の 2第1

項第 3 号に規定する障がい者施設

関係又はシルバー人材センターの

うち福祉局長が公表する障がい者

施設又は（公社）大阪市シルバー人

材センター又は同政令に規定する

母子・父子福祉団体でこども青少年

局が公表する母子・父子福祉団体の

うち、本案件の履行が可能なものを

選定した上で、見積書を徴した結果

による。 

公園緑化部調整課（山

元） 

℡06-6469-3855 

 



 

 

５ 

鶴見緑地公園事

務所管内一円公

園便所清掃業務

委託 

1 平成 31年 4月 1日 名称 

特定非営利活動法人 

街かど福祉 

所在地 

大阪市西区北津守 1-2-8 

3,734,640円 地方自治法施行令第 167条の 2第1

項第 3 号に規定する障がい者施設

関係又はシルバー人材センターの

うち福祉局長が公表する障がい者

施設又は（公社）大阪市シルバー人

材センター又は同政令に規定する

母子・父子福祉団体でこども青少年

局が公表する母子・父子福祉団体の

うち、本案件の履行が可能なものを

選定した上で、見積書を徴した結果

による。 

公園緑化部調整課（山

元） 

℡06-6469-3855 

 

６ 

真田山公園事務

所管内一円公園

便所清掃業務委

託 

1 平成 31年 4月 1日 名称 

特定非営利活動法人 

街かど福祉 

所在地 

大阪市西区北津守 1-2-8 

1,927,411円 地方自治法施行令第 167条の 2第1

項第 3 号に規定する障がい者施設

関係又はシルバー人材センターの

うち福祉局長が公表する障がい者

施設又は（公社）大阪市シルバー人

材センター又は同政令に規定する

母子・父子福祉団体でこども青少年

局が公表する母子・父子福祉団体の

うち、本案件の履行が可能なものを

選定した上で、見積書を徴した結果

による。 

公園緑化部調整課（山

元） 

℡06-6469-3855 

 



 

 

７ 

大阪城公園事務

所管内一円公園

便所清掃業務委

託 

1 平成 31年 4月 1日 名称 

特定非営利活動法人 

街かど福祉 

所在地 

大阪市西区北津守 1-2-8 

1,301,788円 地方自治法施行令第 167条の 2第1

項第 3 号に規定する障がい者施設

関係又はシルバー人材センターの

うち福祉局長が公表する障がい者

施設又は（公社）大阪市シルバー人

材センター又は同政令に規定する

母子・父子福祉団体でこども青少年

局が公表する母子・父子福祉団体の

うち、本案件の履行が可能なものを

選定した上で、見積書を徴した結果

による。 

公園緑化部調整課（山

元） 

℡06-6469-3855 

 

８ 

八幡屋公園事務

所管内一円公園

便所清掃業務委

託 

1 平成 31年 4月 1日 名称 

特定非営利活動法人 

街かど福祉 

所在地 

大阪市西区北津守 1-2-8 

4,208,068円 地方自治法施行令第 167条の 2第1

項第 3 号に規定する障がい者施設

関係又はシルバー人材センターの

うち福祉局長が公表する障がい者

施設又は（公社）大阪市シルバー人

材センター又は同政令に規定する

母子・父子福祉団体でこども青少年

局が公表する母子・父子福祉団体の

うち、本案件の履行が可能なものを

選定した上で、見積書を徴した結果

による。 

公園緑化部調整課（山

元） 

℡06-6469-3855 

 



 

 

９ 

長居公園事務所

管内一円公園便

所清掃業務委託 

1 平成 31年 4月 1日 名称 

特定非営利活動法人 

街かど福祉 

所在地 

大阪市西区北津守 1-2-8 

5,814,555円 地方自治法施行令第 167条の 2第1

項第 3 号に規定する障がい者施設

関係又はシルバー人材センターの

うち福祉局長が公表する障がい者

施設又は（公社）大阪市シルバー人

材センター又は同政令に規定する

母子・父子福祉団体でこども青少年

局が公表する母子・父子福祉団体の

うち、本案件の履行が可能なものを

選定した上で、見積書を徴した結果

による。 

公園緑化部調整課（山

元） 

℡06-6469-3855 

 

10 

扇町公園事務所

管内一円公園便

所清掃業務委託 

1 平成 31年 4月 1日 名称 

公益社団法人 

大阪市シルバー人材センター 

所在地 

大阪市城東区関目 3-1-14 

4,079,685円 地方自治法施行令第 167条の 2第1

項第 3 号に規定する障がい者施設

関係又はシルバー人材センターの

うち福祉局長が公表する障がい者

施設又は（公社）大阪市シルバー人

材センター又は同政令に規定する

母子・父子福祉団体でこども青少年

局が公表する母子・父子福祉団体の

うち、本案件の履行が可能なものを

選定した上で、見積書を徴した結果

による。 

公園緑化部調整課（山

元） 

℡06-6469-3855 

 



 

 

11 

十三公園事務所

管内一円公園便

所清掃業務委託 

1 平成 31年 4月 1日 名称 

公益社団法人 

大阪市シルバー人材センター 

所在地 

大阪市城東区関目 3-1-14 

4,672,797円 地方自治法施行令第 167条の 2第1

項第 3 号に規定する障がい者施設

関係又はシルバー人材センターの

うち福祉局長が公表する障がい者

施設又は（公社）大阪市シルバー人

材センター又は同政令に規定する

母子・父子福祉団体でこども青少年

局が公表する母子・父子福祉団体の

うち、本案件の履行が可能なものを

選定した上で、見積書を徴した結果

による。 

公園緑化部調整課（山

元） 

℡06-6469-3855 

 

 


