
（単位：円）

所 管 科目
（款-項-目）

委託名称 委託先 支出金額
契約
方法

再委託
有り＝○

建設局 1-1-1
北部方面管理事務所庁舎清掃業務委託長期継
続

司建物管理（株） 855,360 一般

建設局 1-1-1
北部方面管理事務所庁舎清掃業務委託　長期
継続

（有）フォワード 943,704 一般

建設局 1-1-1
北部方面管理事務所管理棟機械警備業務委託
長期継続

アムス・セキュリティサービス
（株）

24,732 一般

建設局 1-1-1
北部方面管理事務所管内下水道施設緑地帯維
持管理業務委託

（有）大成緑化 93,960 一般 ○

建設局 1-1-1
北部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-2）

（株）ランテック 425,520 一般 ○

建設局 1-1-1
北部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-1）

世和建設（株） 4,965,840 一般 ○

建設局 1-1-1
北部方面管理事務所外（準公会計）消防用設
備等他保守点検業務

日本ビル・メンテナンス（株） 304,827 特随

建設局 1-1-1
北部管内下水道施設緑地帯維持管理系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）河内環境開発 3,456 一般

建設局 1-1-1
北部下水道管理事務所管理棟機械警備業務委
託　長期継続

アムス・セキュリティサービス
（株）

28,080 一般

建設局 1-1-1 大阪市内一円下水道施設等維持管理業務委託 （一財）都市技術センター 3,129,966,360 特随

建設局 1-1-1 平野工営所庁舎清掃業務委託　長期継続 関西ビル管理（株） 502,666 一般

建設局 1-1-1 平野工営所庁舎清掃業務委託　長期継続 司建物管理（株） 396,578 一般

建設局 1-1-1 平野工営所機械警備業務委託　長期継続
アムス・セキュリティサービス
（株）

22,684 一般

建設局 1-1-1
平野工営所外（準公会計）昇降機設備他保守
点検業務（南エリア）

（一財）大阪建築技術協会 433,643 特随

建設局 1-1-1
平成27年度北部方面管理事務所管理棟建築設
備等保守点検業務委託

（株）アスウェル 696,600 一般

建設局 1-1-1
平成27年度平野工営所管内事故防止対策業務
委託

（株）木下組 3,262,680 一般

建設局 1-1-1
平成27年度東部方面管理事務所管内事業所系
産業廃棄物処理業務委託

（株）クリーンクニナカ 19,445 一般

建設局 1-1-1
平成２７年度東部方面管理事務所外２か所事
業所系一般廃棄物収集

（株）ダストトライ 39,358 一般

建設局 1-1-1
平成27年度都島区役所外83施設昇降機設備保
守点検業務委託

三精テクノロジーズ（株） 414,236 特随

建設局 1-1-1
平成27年度都島区役所外51施設消防用設備等
点検業務委託

（株）エリアテック 161,068 一般

建設局 1-1-1
平成27年度田島工営所管内事故防止対策業務
委託

（株）ユーテック 1,369,440 一般

平成27年度　委託料支出一覧

下水道事業会計
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建設局 1-1-1
平成27年度田島工営所外46施設昇降機設備保
守点検業務委託

ダイコー（株） 216,216 特随

建設局 1-1-1
平成27年度田島工営所外1か所事業所系一般
廃棄物収集運搬業務委託

（株）ダストトライ 12,200 一般

建設局 1-1-1
平成27年度天王寺区役所外58施設昇降機設備
保守点検業務委託

日本エレベーター製造（株） 367,869 特随

建設局 1-1-1
平成27年度天王寺区役所外17施設電気工作物
保守点検業務委託

日本電検（株） 27,540 一般

建設局 1-1-1
平成27年度津守工営所管内事故防止対策業務
委託

（株）マルエイ 3,699,000 一般

建設局 1-1-1
平成27年度中浜工営所管内事故防止対策業務
委託

（株）ニューテック 1,715,040 一般

建設局 1-1-1
平成27年度中央区役所外46設昇降機設備保守
点検業務委託

（株）日立ビルシステム 436,237 特随

建設局 1-1-1
平成27年度大正区役所外19施設特殊建築物等
定期点検業務委託

小西防災設備（株） 3,548 一般

建設局 1-1-1
平成27年度生野区役所外23施設特殊建築物等
定期点検業務委託

小西防災設備（株） 12,665 一般

建設局 1-1-1
平成27年度十三工営所管内事故防止対策業務
委託

（有）尚栄工業 1,663,200 一般

建設局 1-1-1
平成27年度住之江工営所管内事故防止対策業
務委託

（有）幸建設 3,647,160 一般

建設局 1-1-1
平成27年度市岡工営所管内事故防止対策業務
委託

（株）シオン 3,831,840 一般

建設局 1-1-1
平成27年度此花区役所外41施設消防用設備等
点検業務委託

伊藤電気（株） 405,044 一般

建設局 1-1-1
平成27年度此花区役所外16施設特殊建築物等
定期点検業務委託

小西防災設備（株） 18,811 一般

建設局 1-1-1
平成27年度海老江工営所管内事故防止対策業
務委託

（株）鷲建設 1,406,160 一般

建設局 1-1-1
平成27年度下水道施設管理システムデータ更
新に伴う入力業務委託

（株）大阪水道総合サービス 9,978,120 一般

建設局 1-1-1
平成27年度阿倍野区役所外51施設消防用設備
等点検業務委託

（株）トラスト 793,772 一般

建設局 1-1-1
平成27年度阿倍野区役所外29施設特殊建築物
等定期点検業務委託

小西防災設備（株） 34,134 一般

建設局 1-1-1
平成27年度阿倍野区役所外19施設電気工作物
保守点検業務委託

日本電検（株） 223,128 一般

建設局 1-1-1
平成27年度　北部方面管理事務所管理棟庁舎
環境測定業務委託

（株）アスウェル 345,600 一般

建設局 1-1-1
平成27年度 北部方面管理事務所管理棟庁舎
ねずみ等調査業務委託

（株）アスウェル 57,024 一般

建設局 1-1-1
平成27年度　北部方面管内事業所系産業廃棄
物処理業務委託

河内環境開発 64,068 一般

建設局 1-1-1
平成27年度 北部方面外4か所事業所系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）浪速グローバル 121,240 一般
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建設局 1-1-1
平成27年度　平野第1送水渠空気弁点検保守
整備業務委託

（株）クボタパイプテック 2,095,200 一般 ○

建設局 1-1-1
平成27年度 南部方面管理事務所管内事業所
系産業廃棄物処理業務

山上紙業（株） 49,433 一般

建設局 1-1-1
平成27年度 南部方面管理事務所管内事業所
系一般廃棄物収集運搬

南海環境開発（株） 47,653 一般

建設局 1-1-1
平成27年度　大野(処)安定池及び矢倉海岸修
景施設清掃業務委託

（株）ハウスビルシステム 160,920 一般

建設局 1-1-1
南部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長
期継続

（株）エイコーサービス 227,737 一般

建設局 1-1-1
南部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長
期継続

（株）サービスルーター 220,363 一般

建設局 1-1-1
南部方面管理事務所管内下水道施設緑地帯維
持管理業務委託

（株）松槙園 70,200 一般 ○

建設局 1-1-1
南部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-2）

管清工業（株）大阪支店 1,571,400 一般 ○

建設局 1-1-1
南部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-1）

管清工業（株）大阪支店 8,316,000 一般 ○

建設局 1-1-1
南部管内下水道施設緑地帯維持管理系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）河内環境開発 2,981 一般

建設局 1-1-1
東部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長
期継続

（株）京伸 365,367 一般

建設局 1-1-1
東部方面管理事務所管内下水道施設緑地帯維
持管理業務委託

昇建設 1,533,600 一般 ○

建設局 1-1-1
東部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-2）

（株）橋本設備工業所 548,640 一般 ○

建設局 1-1-1
東部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-1）

（株）サンダ 489,240 一般 ○

建設局 1-1-1
東部管内下水道施設緑地帯維持管理系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）河内環境開発 20,844 一般

建設局 1-1-1 田島工営所庁舎清掃業務委託　長期継続
（株）リツメンテナンス　大阪
支店

759,596 一般

建設局 1-1-1 田島工営所庁舎清掃業務委託　長期継続 ビューテック（株） 247,539 一般

建設局 1-1-1 田島工営所機械警備業務委託　長期継続
アムス・セキュリティサービス
（株）

13,425 一般

建設局 1-1-1
田島工営所外（準公会計）消防用設備等他保
守点検業務（東）

（一財）大阪建築技術協会 138,433 特随

建設局 1-1-1 津守工営所庁舎清掃業務委託　長期継続 近畿ビルテクノ（株） 521,877 一般

建設局 1-1-1 津守工営所庁舎清掃業務委託　長期継続 （株）京伸 439,740 一般

建設局 1-1-1 津守工営所機械警備業務委託　長期継続
アムス・セキュリティサービス
（株）

50,544 一般

建設局 1-1-1
西部方面管理事務所庁舎清掃業務委託　長期
継続

毎美エンジニアリング（株） 481,562 一般
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建設局 1-1-1
西部方面管理事務所庁舎清掃業務委託　長期
継続

大代興業（株） 1,616,530 一般

建設局 1-1-1
西部方面管理事務所管内事業所系産業廃棄物
処理業務委託

栄伸開発（株） 70,161 一般

建設局 1-1-1
西部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物
収集運搬業務委託

南海環境開発（株） 90,277 一般

建設局 1-1-1
西部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-2）

北大阪環境（株） 1,726,920 一般 ○

建設局 1-1-1
西部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-1）

アスカ工業（株） 2,758,320 一般 ○

建設局 1-1-1
公共測量ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ用CADｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ保守業
務委託

アイサンテクノロジー（株） 218,700 特随

建設局 1-1-1
旧中野下水道センター機械警備業務委託　長
期継続

セコム（株） 143,999 一般

建設局 1-1-1
下水道工事に伴う道路復旧費(平成２７年
度）

大阪市建設局長 2,144,636 特随

建設局 1-1-1 委託料　（都市整備局　施設整備課） 大阪市都市整備局長 1,907 特随

建設局 1-1-2
北部方面管理事務所庁舎清掃業務委託長期継
続

司建物管理（株） 76,680 一般

建設局 1-1-2
北部方面管理事務所庁舎清掃業務委託　長期
継続

（有）フォワード 84,672 一般

建設局 1-1-2
北部方面管理事務所管理棟機械警備業務委託
長期継続

アムス・セキュリティサービス
（株）

2,160 一般

建設局 1-1-2
北部方面管理事務所管内下水道施設緑地帯維
持管理業務委託

（有）大成緑化 4,417,200 一般 ○

建設局 1-1-2
北部方面管理事務所外（準公会計）消防用設
備等他保守点検業務

日本ビル・メンテナンス（株） 24,544 特随

建設局 1-1-2
北部管内下水道施設緑地帯維持管理系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）河内環境開発 549,309 一般

建設局 1-1-2
北部下水道管理事務所管理棟機械警備業務委
託　長期継続

アムス・セキュリティサービス
（株）

2,484 一般

建設局 1-1-2 大阪市内一円下水道施設等維持管理業務委託 （一財）都市技術センター 2,138,949,459 特随

建設局 1-1-2
平野工営所外（準公会計）昇降機設備他保守
点検業務（南エリア）

（一財）大阪建築技術協会 10,226 特随

建設局 1-1-2
平成27年度北部方面管理事務所管理棟建築設
備等保守点検業務委託

（株）アスウェル 62,640 一般

建設局 1-1-2
平成27年度北区役所外70施設昇降機設備保守
点検業務委託

東芝エレベータ（株） 80,157 特随

建設局 1-1-2
平成27年度東部方面管理事務所管内事業所系
産業廃棄物処理業務委託

（株）クリーンクニナカ 72,662 一般

建設局 1-1-2
平成２７年度東部方面管理事務所外２か所事
業所系一般廃棄物収集運搬業務委託

（株）ダストトライ 2,963 一般

建設局 1-1-2
平成27年度都島区役所外83施設昇降機設備保
守点検業務委託

三精テクノロジーズ（株） 2,342 特随
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建設局 1-1-2
平成27年度都島区役所外51施設消防用設備等
点検業務委託

（株）エリアテック 16,391 一般

建設局 1-1-2
平成27年度天王寺区役所外58施設昇降機設備
保守点検業務委託

日本エレベーター製造（株） 33,014 特随

建設局 1-1-2
平成27年度中央区役所外46設昇降機設備保守
点検業務委託

（株）日立ビルシステム 38,560 特随

建設局 1-1-2
平成27年度大正区役所外19施設特殊建築物等
定期点検業務委託

小西防災設備（株） 566 一般

建設局 1-1-2
平成27年度生野区役所外23施設特殊建築物等
定期点検業務委託

小西防災設備（株） 1,104 一般

建設局 1-1-2
平成27年度此花区役所外41施設消防用設備等
点検業務委託

伊藤電気（株） 34,748 一般

建設局 1-1-2
平成27年度此花区役所外16施設特殊建築物等
定期点検業務委託

小西防災設備（株） 1,688 一般

建設局 1-1-2
平成27年度下水道施設管理システムデータ更
新に伴う入力業務委託

（株）大阪水道総合サービス 434,160 一般

建設局 1-1-2
平成27年度阿倍野区役所外51施設消防用設備
等点検業務委託

（株）トラスト 31,538 一般

建設局 1-1-2
平成27年度阿倍野区役所外29施設特殊建築物
等定期点検業務委託

小西防災設備（株） 1,401 一般

建設局 1-1-2
平成27年度　北部方面管理事務所管理棟庁舎
環境測定業務委託

（株）アスウェル 31,320 一般

建設局 1-1-2
平成27年度 北部方面管理事務所管理棟庁舎
ねずみ等調査業務委託

（株）アスウェル 5,076 一般

建設局 1-1-2
平成27年度　北部方面管内事業所系産業廃棄
物処理業務委託

河内環境開発 5,750 一般

建設局 1-1-2
平成27年度 北部方面外4か所事業所系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）浪速グローバル 10,881 一般

建設局 1-1-2 平成２７年度　弁天抽水所庁舎清掃業務委託 （株）サービスルーター 287,280 一般

建設局 1-1-2
平成27年度 南部方面管理事務所管内事業所
系産業廃棄物処理業務委託

山上紙業（株） 17,746 一般

建設局 1-1-2
平成27年度 南部方面管理事務所管内事業所
系一般廃棄物収集運搬業務委託

南海環境開発（株） 17,106 一般

建設局 1-1-2
福町抽水所廃油等処理業務委託(緊急) (その
2)

大東衛生（株） 1,804,680 特随

建設局 1-1-2 福町抽水所廃油等処理業務委託(緊急) 大東衛生（株） 2,077,110 特随

建設局 1-1-2
南部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長
期継続

（株）エイコーサービス 36,306 一般

建設局 1-1-2
南部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長
期継続

（株）サービスルーター 35,130 一般

建設局 1-1-2
南部方面管理事務所管内下水道施設緑地帯維
持管理業務委託

（株）松槙園 8,132,400 一般 ○

建設局 1-1-2
南部管内下水道施設緑地帯維持管理系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）河内環境開発 347,760 一般

（様式４）
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建設局 1-1-2
東部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長
期継続

（株）京伸 4,873 一般

建設局 1-1-2
東部方面管理事務所及び弁天抽水所庁舎清掃
業務委託　長期継続

（株）ジャスティス・サポート 216,987 一般

建設局 1-1-2
東部方面管理事務所管内下水道施設緑地帯維
持管理業務委託

昇建設 3,425,760 一般 ○

建設局 1-1-2
東部管内下水道施設緑地帯維持管理系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）河内環境開発 335,880 一般

建設局 1-1-2
田島工営所外（準公会計）消防用設備等他保
守点検業務（東）

（一財）大阪建築技術協会 18,947 特随

建設局 1-1-2 塚本抽水所外２用地測量業務委託 （株）大同コンサルタンツ 3,801,600 一般

建設局 1-1-2
西部方面管理事務所管内事業所系産業廃棄物
処理業務委託

栄伸開発（株） 59,056 一般

建設局 1-1-2
西部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物
収集運搬業務委託

南海環境開発（株） 15,296 一般

建設局 1-1-2
西部方面管理事務所管内下水道施設緑地帯維
持管理業務委託

（株）植匠 1,856,520 一般 ○

建設局 1-1-2
西部下水道施設緑地帯維持管理系一般廃棄物
収集運搬業務(その２)

山田衛生（株） 125,550 一般

建設局 1-1-2 委託料　（都市整備局　施設整備課） 大阪市都市整備局長 150 特随

建設局 1-1-3 委託料　（都市整備局　施設整備課） 大阪市都市整備局長 1,073 特随

建設局 1-1-3 此花下水処理場庁舎清掃業務委託　長期継続 （株）ラ・ユニーク 585,180 一般

建設局 1-1-3 此花下水処理場庁舎清掃業務委託長期継続 ネットステーション（株） 378,000 一般

建設局 1-1-3 今福下水処理場庁舎清掃業務委託　長期継続 関西ビル管理（株） 343,800 一般

建設局 1-1-3 今福下水処理場庁舎清掃業務委託　長期継続 ニッケン建物管理（株） 324,000 一般

建設局 1-1-3
市岡下水処理場外１か所送風機設備外設計業
務委託

（株）三水コンサルタント 1,890,000 一般

建設局 1-1-3 市岡下水処理場庁舎清掃業務委託　長期継続 国分興産（株） 469,198 一般

建設局 1-1-3 市岡下水処理場庁舎清掃業務委託　長期継続 毎美エンジニアリング（株） 349,151 一般

建設局 1-1-3 市岡下水処理場廃油等処理業務委託(緊急) 大東衛生（株） 2,628,720 特随

建設局 1-1-3
十八条下水処理場庁舎清掃業務委託　長期継
続

（株）サービスルーター 779,040 一般

建設局 1-1-3 十八条下水処理場庁舎清掃業務委託長期継続 ダイセイ美建（株） 781,380 一般

建設局 1-1-3
西部下水道施設緑地帯維持管理系一般廃棄物
収集運搬業務(その２)

山田衛生（株） 1,022,269 一般
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建設局 1-1-3
西部方面管理事務所管内下水道施設緑地帯維
持管理業務委託

（株）植匠 19,164,600 一般 ○

建設局 1-1-3
西部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物
収集運搬業務委託

南海環境開発（株） 110,148 一般

建設局 1-1-3
西部方面管理事務所管内事業所系産業廃棄物
処理業務委託

栄伸開発（株） 115,099 一般

建設局 1-1-3
西部方面管理事務所庁舎清掃業務委託　長期
継続

毎美エンジニアリング（株） 1,786,438 一般

建設局 1-1-3
西部方面管理事務所庁舎清掃業務委託　長期
継続

大代興業（株） 1,040,270 一般

建設局 1-1-3 千島下水処理場庁舎清掃業務委託　長期継続 サンヨー（株） 344,987 一般

建設局 1-1-3 千島下水処理場庁舎清掃業務委託　長期継続 ネットステーション（株） 282,393 一般

建設局 1-1-3 大阪市内一円下水道施設等維持管理業務委託 （一財）都市技術センター 9,775,760,798 特随

建設局 1-1-3 大野下水処理場庁舎清掃業務委託　長期継続 （株）ヴァルク 448,200 一般

建設局 1-1-3 大野下水処理場庁舎清掃業務委託長期継続 （株）公和 403,021 一般

建設局 1-1-3 津守下水処理場消化ガス発電設備整備事業 大阪バイオエナジー（株） 189,840,474 特随

建設局 1-1-3
田島工営所外（準公会計）消防用設備等他保
守点検業務（東）

（一財）大阪建築技術協会 132,816 特随

建設局 1-1-3
東部管内下水道施設緑地帯維持管理系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）　河内環境開発 1,148,061 一般

建設局 1-1-3
東部方面管理事務所管内下水道施設緑地帯維
持管理業務委託

昇建設 14,451,480 一般 ○

建設局 1-1-3
東部方面管理事務所及び弁天抽水所庁舎清掃
業務委託　長期継続

（株）ジャスティス・サポート 517,128 一般

建設局 1-1-3
東部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長
期継続

（株）京伸 1,253,654 一般

建設局 1-1-3
南部管内下水道施設緑地帯維持管理系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）河内環境開発 810,571 一般

建設局 1-1-3
南部方面管理事務所管内下水道施設緑地帯維
持管理業務委託

（株）松槙園 10,881,000 一般 ○

建設局 1-1-3
南部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長
期継続

（株）エイコーサービス 145,223 一般

建設局 1-1-3
南部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長
期継続

（株）サービスルーター 140,521 一般

建設局 1-1-3
舞洲スラッジセンター自家発電設備外電気設
備点検業務委託

（株）明電エンジニアリング 972,000 特随

建設局 1-1-3
舞洲スラッジセンター脱臭設備機能回復業務
委託

浦野（株） 10,314,000 一般 ○

建設局 1-1-3
舞洲スラッジセンター庁舎清掃業務委託　長
期継続

（株）ハウスビルシステム 1,572,339 一般
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建設局 1-1-3
舞洲スラッジセンター庁舎清掃業務委託　長
期継続

Ｈｉｔｚ環境サービス（株） 1,653,480 一般

建設局 1-1-3
平成27年度　海老江下水処理場産業廃棄物処
理業務委託

大東衛生（株） 8,436,960 一般

建設局 1-1-3
平成27年度　住之江下水処理場外１か所産業
廃棄物処理業務委託

（株）クリーンクニナカ 114,912 一般

建設局 1-1-3
平成２７年度　十三工営所ほか２か所一般廃
棄物収集運搬業務委託

栄伸開発（株） 40,710 一般

建設局 1-1-3
平成27年度 南部方面管理事務所管内事業所
系一般廃棄物収集運搬

南海環境開発（株） 36,657 一般

建設局 1-1-3
平成27年度 南部方面管理事務所管内事業所
系産業廃棄物処理業務

山上紙業（株） 38,027 一般

建設局 1-1-3
平成27年度　舞洲ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰクレーン等点検
整備業務委託

（株）昭和起重機製作所 2,268,000 一般 ○

建設局 1-1-3
平成27年度　舞洲ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ汚泥溶融炉施設
運転管理業務委託

月島機械・メタウォーター・東
芝特定建設工事共同企業

455,652,000 特随 ○

建設局 1-1-3
平成27年度　舞洲スラッジセンター空調設備
点検業務委託

（株）クレイブ 727,920 一般 ○

建設局 1-1-3
平成27年度　舞洲ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ送泥ﾈｯﾄﾜｰｸ監視
設備点検保守業務委託

三菱電機プラントエンジニアリ
ング（株）

1,813,320 特随 ○

建設局 1-1-3
平成27年度　舞洲ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ脱水系電気設備
点検保守業務委託

（株）産機テクノサービス 20,682,000 特随 ○

建設局 1-1-3
平成２７年度　舞洲ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ溶融炉系電気
設備点検保守業務委託

東芝電機サービス（株） 17,485,200 特随 ○

建設局 1-1-3
平成27年度 北部方面外4か所事業所系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）浪速グローバル 120,522 一般

建設局 1-1-3
平成27年度　北部方面管内事業所系産業廃棄
物処理業務委託

（株）河内環境開発 112,115 一般

建設局 1-1-3
平成27年度 北部方面管理事務所管理棟庁舎
ねずみ等調査業務委託

（株）アスウェル 33,588 一般

建設局 1-1-3
平成27年度　北部方面管理事務所管理棟庁舎
環境測定業務委託

（株）アスウェル 204,120 一般

建設局 1-1-3
平成27年度阿倍野区役所外29施設特殊建築物
等定期点検業務委託

小西防災設備（株） 15,064 一般

建設局 1-1-3
平成27年度下水道施設管理システムデータ更
新に伴う入力業務委託

（株）大阪水道総合サービス 1,442,880 一般

建設局 1-1-3
平成27年度下水道施設特殊建築物等定期点検
業務委託

（有）一級建築士事務所キー
ノート

829,440 一般

建設局 1-1-3
平成27年度此花区役所外16施設特殊建築物等
定期点検業務委託

小西防災設備（株） 11,094 一般

建設局 1-1-3
平成27年度此花区役所外41施設消防用設備等
点検業務委託

伊藤電気（株） 206,714 一般

建設局 1-1-3
平成27年度生野区役所外23施設特殊建築物等
定期点検業務委託

小西防災設備（株） 8,330 一般

建設局 1-1-3
平成27年度大正区役所外19施設特殊建築物等
定期点検業務委託

小西防災設備（株） 2,263 一般
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建設局 1-1-3
平成27年度中央区役所外46設昇降機設備保守
点検業務委託

（株）日立ビルシステム 266,111 特随

建設局 1-1-3
平成27年度天王寺区役所外58施設昇降機設備
保守点検業務委託

日本エレベーター製造（株） 216,948 特随

建設局 1-1-3
平成27年度都島区役所外51施設消防用設備等
点検業務委託

（株）エリアテック 121,279 一般

建設局 1-1-3
平成27年度都島区役所外83施設昇降機設備保
守点検業務委託

三精テクノロジーズ（株） 30,449 特随

建設局 1-1-3
平成２７年度東部方面管理事務所外２か所事
業所系一般廃棄物収集運搬業務委託

（株）ダストトライ 220,491 一般

建設局 1-1-3
平成27年度東部方面管理事務所管内事業所系
産業廃棄物処理業務委託

（株）クリーンクニナカ 77,523 一般

建設局 1-1-3
平成27年度舞洲ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ汚泥脱水及び分離
液処理施設運転管理業務委託

三菱化工機・日揮特定建設工事
共同企業体

322,596,000 特随 ○

建設局 1-1-3
平成２７年度平野下水処理場汚泥溶融施設運
転管理業務委託

日揮（株） 212,728,680 特随 ○

建設局 1-1-3
平成27年度北区役所外70施設昇降機設備保守
点検業務委託

東芝エレベータ（株） 545,068 特随

建設局 1-1-3
平成27年度北部方面管理事務所管理棟建築設
備等保守点検業務委託

（株）アスウェル 410,400 一般

建設局 1-1-3 平野下水処理場汚泥固形燃料化事業 （株）バイオコール大阪平野 586,189,984 特随

建設局 1-1-3
平野下水処理場汚泥溶融炉計装設備点検保守
業務委託

（株）産機テクノサービス 13,208,400 特随 ○

建設局 1-1-3
平野下水処理場汚泥溶融炉電気設備点検保守
業務委託

（株）　明電エンジニアリング 4,860,000 特随

建設局 1-1-3
平野下水処理場事務室等清掃業務委託　長期
継続

関西ビル管理（株） 975,240 一般

建設局 1-1-3
平野工営所外（準公会計）昇降機設備他保守
点検業務（南エリア）

（一財）大阪建築技術協会 109,920 特随

建設局 1-1-3 放出下水処理場庁舎清掃業務委託　長期継続 （株）セイワプラント 621,899 一般

建設局 1-1-3 放出下水処理場庁舎清掃業務委託　長期継続 （株）ホープクリエイト 454,500 一般

建設局 1-1-3
放出下水処理場沈澄池外改造実施設計業務委
託

（株）日建技術コンサルタント 7,840,800 一般 ○

建設局 1-1-3
北部下水道管理事務所管理棟機械警備業務委
託　長期継続

アムス・セキュリティサービス
（株）

16,632 一般

建設局 1-1-3
北部管内下水道施設緑地帯維持管理系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）河内環境開発 984,312 一般

建設局 1-1-3
北部方面管理事務所外（準公会計）消防用設
備等他保守点検業務

日本ビル・メンテナンス（株） 140,313 特随

建設局 1-1-3
北部方面管理事務所管内下水道施設緑地帯維
持管理業務委託

（有）大成緑化 15,893,280 一般 ○

建設局 1-1-3
北部方面管理事務所管理棟機械警備業務委託
長期継続

アムス・セキュリティサービス
（株）

14,580 一般

（様式４）
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建設局 1-1-3
北部方面管理事務所庁舎清掃業務委託　長期
継続

（有）フォワード 556,621 一般

建設局 1-1-3
北部方面管理事務所庁舎清掃業務委託長期継
続

司建物管理（株） 504,360 一般

建設局 1-1-4 大阪市内一円下水道施設等維持管理業務委託 （一財）都市技術センター 340,290,056 特随

建設局 1-1-4
平成27年度水質試験所特別管理産業廃棄物処
理業務委託

アサヒプリテック（株） 98,820 特随

建設局 1-1-4
北部下水道管理事務所管理棟機械警備業務委
託　長期継続

アムス・セキュリティサービス
（株）

756 一般

建設局 1-1-4
北部方面管理事務所管理棟機械警備業務委託
長期継続

アムス・セキュリティサービス
（株）

648 一般

建設局 1-1-4
平成27年度此花区役所外41施設消防用設備等
点検業務委託

伊藤電気（株） 9,054 一般

建設局 1-1-4
平野工営所外（準公会計）昇降機設備他保守
点検業務（南エリア）

（一財）　大阪建築技術協会 5,111 特随

建設局 1-1-4
田島工営所外（準公会計）消防用設備等他保
守点検業務（東）

（一財）　大阪建築技術協会 23,976 特随

建設局 1-1-4
西部方面管理事務所管内事業所系産業廃棄物
処理業務委託

栄伸開発（株） 11,433 一般

建設局 1-1-4
平成27年度　北部方面管内事業所系産業廃棄
物処理業務委託

河内環境開発 1,642 一般

建設局 1-1-4
平成27年度 北部方面管理事務所管理棟庁舎
ねずみ等調査業務委託

（株）　アスウェル 1,512 一般

建設局 1-1-4
平成27年度北部方面管理事務所管理棟建築設
備等保守点検業務委託

（株）　アスウェル 18,360 一般

建設局 1-1-4
平成27年度　北部方面管理事務所管理棟庁舎
環境測定業務委託

（株）　アスウェル 8,640 一般

建設局 1-1-4
南部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長
期継続

（株）　サービスルーター 6,387 一般

建設局 1-1-4
平成２７年度東部方面管理事務所外２か所事
業所系一般廃棄物収集業務委託

（株）　ダストトライ 14,387 一般

建設局 1-1-4
平成27年度 北部方面外4か所事業所系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）　浪速グローバル 3,108 一般

建設局 1-1-4
南部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長
期継続

（株）エイコーサービス 6,601 一般

建設局 1-1-4
平成27年度都島区役所外51施設消防用設備等
点検業務委託

（株）エリアテック 47,078 一般

建設局 1-1-4
平成27年度水質試験所産業廃棄物処理業務委
託

（株）クリーンクニナカ 148,294 一般

建設局 1-1-4
平成27年度東部方面管理事務所管内事業所系
産業廃棄物処理業務委託

（株）クリーンクニナカ 2,558 一般

建設局 1-1-4
東部方面管理事務所及び弁天抽水所庁舎清掃
業務委託　長期継続

（株）ジャスティス・サポート 104,276 一般

建設局 1-1-4
平成27年度阿倍野区役所外51施設消防用設備
等点検業務委託

（株）トラスト 15,770 一般

（様式４）
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建設局 1-1-4
東部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長
期継続

（株）京伸 126,587 一般

建設局 1-1-4
平成27年度中央区役所外46設昇降機設備保守
点検業務委託

（株）日立ビルシステム 12,284 特随

建設局 1-1-4
平成27年度都島区役所外83施設昇降機設備保
守点検業務委託

三精テクノロジーズ（株） 60,897 特随

建設局 1-1-4
平成27年度 南部方面管理事務所管内事業所
系産業廃棄物処理業務委託

山上紙業（株） 845 一般

建設局 1-1-4
北部方面管理事務所庁舎清掃業務委託長期継
続

司建物管理（株） 21,600 一般

建設局 1-1-4
平成27年度此花区役所外16施設特殊建築物等
定期点検業務委託

小西防災設備（株） 483 一般

建設局 1-1-4
平成27年度大正区役所外19施設特殊建築物等
定期点検業務委託

小西防災設備（株） 103 一般

建設局 1-1-4
平成27年度生野区役所外23施設特殊建築物等
定期点検業務委託

小西防災設備（株） 3,821 一般

建設局 1-1-4
平成27年度阿倍野区役所外29施設特殊建築物
等定期点検業務委託

小西防災設備（株） 701 一般

建設局 1-1-4 委託料　（都市整備局　施設整備課） 大阪市都市整備局長 110 特随

建設局 1-1-4
平成27年度北区役所外70施設昇降機設備保守
点検業務委託

東芝エレベータ（株） 32,063 特随

建設局 1-1-4
平成27年度 南部方面管理事務所管内事業所
系一般廃棄物収集運搬業務委託

南海環境開発（株） 815 一般

建設局 1-1-4
西部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物
収集運搬業務委託

南海環境開発（株） 2,497 一般

建設局 1-1-4
平成27年度天王寺区役所外58施設昇降機設備
保守点検業務委託

日本エレベーター製造（株） 9,433 特随

建設局 1-1-4
北部方面管理事務所外（準公会計）消防用設
備等他保守点検業務委託

日本ビル・メンテナンス（株） 6,164 特随

建設局 1-1-4
北部方面管理事務所庁舎清掃業務委託　長期
継続

（有）フォワード 24,084 一般

建設局 1-1-5
平成27年度下水道施設管理システムデータ更
新に伴う入力業務委託

（株）大阪水道総合サービス 942,840 一般

建設局 1-1-5
南部方面管理事務所管内下水管渠設計業務委
託（２７－１）

（株）八州 550,800 一般

建設局 1-1-5 大阪市内一円下水道施設等維持管理業務委託 （一財）都市技術センター 11,529,770 特随

建設局 1-1-6
ＡＴＣ庁舎事務室用電話設備設定変更業務委
託

沖ウィンテック（株） 12,857 特随

建設局 1-1-6 下水道科学館　エレベータ点検業務 （一財）都市技術センター 1,503,684 特随

建設局 1-1-6 下水道科学館機械警備業務委託　長期継続
アムス・セキュリティサービス
（株）

22,680 一般

建設局 1-1-6 下水道広報施設運営業務委託　長期継続 （一財）　都市技術センター 45,813,600 特随 ○

（様式４）
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建設局 1-1-6
下水道使用料調定収納システム運用保守業務
委託

（株）日立システムズ 879,984 特随

建設局 1-1-6
建設局・港湾局ＡＴＣ庁舎自家発電設備点検
業務委託

ヤンマーエネルギーシステム
（株）

68,040 特随

建設局 1-1-6
建設局・港湾局ＡＴＣ庁舎通信設備保守点検
業務委託

沖ウィンテック（株） 172,785 特随

建設局 1-1-6 国次職員公舎不動産鑑定評価業務委託 （株）東亜立地鑑定 1,559,520 特随

建設局 1-1-6 市岡下水処理場庁舎清掃業務委託　長期継続 国分興産（株） 139,859 一般

建設局 1-1-6 市岡下水処理場庁舎清掃業務委託　長期継続 毎美エンジニアリング（株） 212,449 一般

建設局 1-1-6
住之江抽水所せせらぎの里等機械警備業務委
託　長期継続

アムス・セキュリティサービス
（株）

71,280 一般

建設局 1-1-6 住之江抽水所庁舎等清掃業務委託　長期継続 （株）高殿美装 744,120 一般

建設局 1-1-6
新谷町第一ビル管理組合管理費等(平成27年4
月～3月分)

新谷町第一ビル管理組合

787,896

特随

建設局 1-1-6
西部下水道施設緑地帯維持管理系一般廃棄物
収集運搬業務(その２)

山田衛生（株）

35,915

一般

建設局 1-1-6
西部方面管理事務所管内下水道施設緑地帯維
持管理業務委託

（株）植匠

994,680

一般 ○

建設局 1-1-6 千島下水処理場庁舎清掃業務委託　長期継続 サンヨー（株）

133,682

一般

建設局 1-1-6 千島下水処理場庁舎清掃業務委託　長期継続 ネットステーション（株）

93,447

一般

建設局 1-1-6
大阪市下水道科学館機械警備業務委託　長期
継続

アムス・セキュリティサービス
（株）

22,680

一般

建設局 1-1-6
大阪市準公営企業財務会計システムの導入・
移行業務及びシステム保守業務委託　長期継
続

（株）エヌ・ティ・ティ・デー
タ関西

3,600,003

特随

建設局 1-1-6
大阪市中央卸売市場業務システム仮想統合基
盤構築業務及び保守業務委託

富士通（株）

999,993

一般

建設局 1-1-6
庁内情報ネットワーク等機器廃棄物処理業務
委託

河内環境開発

97,578

一般

建設局 1-1-6
東成区大今里南6丁目外1箇所下水道用地測量
登記業務委託

梶谷登記測量事務所

3,909,600

一般

建設局 1-1-6
東部管内下水道施設緑地帯維持管理系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）河内環境開発

165,456

一般

建設局 1-1-6
東部方面管理事務所管内下水道施設緑地帯維
持管理業務委託

昇建設

2,508,840

一般 ○

建設局 1-1-6 道路橋梁総合管理システム保守業務委託 三菱電機（株）

3,364,200

特随 ○

建設局 1-1-6
南部管内下水道施設緑地帯維持管理系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）河内環境開発

111,887

一般

建設局 1-1-6
南部方面管理事務所管内下水道施設緑地帯維
持管理業務委託

（株）松槙園

2,966,760

一般 ○

（様式４）
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建設局 1-1-6
南部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長
期継続

（株）サービスルーター

59,292

一般

建設局 1-1-6
不動産鑑定評価委託に伴う予算配付(東成区
大今里南2丁目166番2）

慶成鑑定

253,800

特随

建設局 1-1-6
不動産鑑定評価委託に伴う予算配付(福島区
野田3丁目204番3）

丸信総合鑑定（株）

203,040

特随

建設局 1-1-6
不動産鑑定評価業務委託（都島区都島北通２
丁目194番１内）

（株）立地評価研究所

203,040

特随

建設局 1-1-6
舞洲スラッジセンター庁舎清掃業務委託　長
期継続

（株）ハウスビルシステム

236,661

一般

建設局 1-1-6
舞洲スラッジセンター庁舎清掃業務委託　長
期継続

Ｈｉｔｚ環境サービス（株）

297,000

一般

建設局 1-1-6 平成27年度　委任徴収経費の支出 大阪市水道局長

2,460,290,233

特随

建設局 1-1-6
平成27年度　下水道使用料調定収納事務業務
委託

インフォメーションテクノロ
ジーサービス（株）

2,376,864

一般

建設局 1-1-6
平成27年度 住之江抽水所せせらぎの里等多
目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等運営管理

（株）東和総合サービス

2,843,640

一般

建設局 1-1-6
平成27年度 住之江抽水所せせらぎ里等清掃
業務委託

サンヨー（株）

743,040

一般

建設局 1-1-6
平成27年度　大野(処)安定池及び矢倉海岸修
景施設清掃業務委託

（株）ハウスビルシステム

1,005,480

一般

建設局 1-1-6
平成２７年度　東部方面管理事務所産業廃棄
物処理業務委託

栄伸開発（株）

604,800

一般

建設局 1-1-6
平成27年度 平野下水処理場せせらぎの里等
外１か所清掃業務委託

高丸環境（株）

926,100

一般

建設局 1-1-6
平成27年度　放出下水処理場上部利用施設等
清掃業務委託

（有）音在工業

1,339,200

一般

建設局 1-1-6
平成27年度下水道施設特殊建築物等定期点検
業務委託

（有）一級建築士事務所キー
ノート

142,560

一般

建設局 1-1-6 平成27年度下水道用地測量登記業務委託
（公社）大阪公共嘱託登記土地
家屋調査士協会

26,157,600

特随

建設局 1-1-6
平成27年度建設局ATC庁舎清掃業務委託(平成
27年4月～3月分)

（株）Ｋ．Ｒ．Ｃ

237,987

一般

建設局 1-1-6
平成２７年度建設局内事業所間文書逓送業務
委託

広田ユニオン（株）

2,291,233

一般

建設局 1-1-6
平成２７年度今福倉庫出入庫出納等管理業務
委託

（株）ジャスティス・サポート

913,680

一般

建設局 1-1-6
平成27年度排水設備工事責任技術者試験及び
更新講習の実施

大阪市管工設備協同組合

944,420

一般

建設局 1-1-6
平成27年度北部方面管理事務所産業廃棄物処
理業務委託

（株）カンポ

561,600

一般

建設局 1-1-6
平野下水処理場せせらぎの里及び上部利用施
設等警備業務委託

（株）アカツキ

2,663,280

一般

建設局 1-1-6
平野下水処理場上部利用施設等機械警備業務
委託　長期継続

アムス・セキュリティサービス
（株）

71,280

一般
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建設局 1-1-6 大阪市内一円下水道施設等維持管理業務委託 （一財）都市技術センター

2,223,477

特随

建設局 1-1-6 放出町材料置場土壌調査業務委託
（株）エヌ・イーサポート大阪
支店

710,546

一般

建設局 1-1-6
北部管内下水道施設緑地帯維持管理系一般廃
棄物収集運搬業務委託

（株）河内環境開発

143,100

一般

建設局 1-1-6
北部方面管理事務所管内下水道施設緑地帯維
持管理業務委託

（有）大成緑化

2,354,400

一般 ○

建設局 1-1-6
淀川区木川西2丁目外１箇所下水道用地測量
登記業務委託

梶谷登記測量事務所

2,754,000

一般

建設局 1-1-6 論文の翻訳資料作成業務委託
（株）プロスパー・コーポレー
ション

305,856

一般

建設局 1-1-8
千島下水処理場外１か所送風機設備外設計業
務委託

（株）三水コンサルタント 8,240,400 一般

建設局 1-1-8
今福下水処理場第２機械棟改造外設計業務委
託

（株）創建社ディーアンドアー
ル設計

457,920 一般 ○

建設局 1-1-1※ 新谷町第２ビル管理組合管理費等 新谷町第２ビル管理組合 687,628 特随

建設局 1-1-1※
南部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（26-2）

新井建設（株） 14,383,440 一般 ○

建設局 1-1-1※
下水道総合情報ｼｽﾃﾑ機器更新に伴うｼｽﾃﾑ移行
業務委託（その２）

三菱電機（株） 18,198,000 特随 ○

建設局 1-1-1※ 平成27年度建設局ATC庁舎清掃業務委託 （株）Ｋ．Ｒ．Ｃ 228,654 一般

建設局 1-1-1※
西部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（26-2）

藤澤産業（株） 5,351,400 一般 ○

建設局 1-1-1※
東部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（26-2）

（株）関西工業所 2,532,600 一般 ○

建設局 1-1-1※
北部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（26-2）

的場商事（株） 5,158,080 一般 ○

建設局 1-1-1※
東部方面管理事務所管内他工事監督支援業務
委託（２７－１）

（株）エハラ 51,195,240 一般

建設局 1-1-1※
北部方面管理事務所管内他工事監督支援業務
委託（２７－１）

（株）エハラ 51,317,280 一般

建設局 1-1-1※
東部方面管理事務所管内土質調査業務委託
（２７－１）

（株）オキココーポレーション 14,623,200 一般 ○

建設局 1-1-1※
西部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-1）

アスカ工業（株） 18,693,720 一般 ○

建設局 1-1-1※
淡路駅周辺土地区画整理事業に伴う下水道施
設整備事業の施行

阪急電鉄（株） 96,978,600 特随

建設局 1-1-1※ 平成27年度公共事業労務費調査業務委託 （一財）建設物価調査会 158,676 一般

建設局 1-1-1※
東淡路４－１６下水道工事に伴う通信用管路
保全業務委託

西日本電信電話（株） 1,000,397 特随

建設局 1-1-1※
北部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-1）

世和建設（株） 23,684,400 一般 ○
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建設局 1-1-1※
南部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-1）

管清工業（株） 6,090,120 一般 ○

建設局 1-1-1※
大阪市六反幹線下水道事業区分地上権設定に
係る不動産鑑定手数料

エイチ・ビー・ユー廣内不動産
鑑定（株）

43,200 特随

建設局 1-1-1※ 工事積算システム保守業務委託 富士通（株） 4,750,200 特随 ○

建設局 1-1-1※
東部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-1）

（株）サンダ 25,239,600 一般 ○

建設局 1-1-1※
建設局・港湾局ＡＴＣ庁舎通信設備保守点検
業務委託

沖ウィンテック（株） 166,009 特随

建設局 1-1-1※
東部方面管理事務所管内下水管渠設計業務委
託（２７－１）

（株）昭和設計コンサルタント 17,906,400 一般

建設局 1-1-1※ 下水道総合情報システム保守業務委託 三菱電機（株） 30,834,000 特随 ○

建設局 1-1-1※
下水道総合情報ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ導入に伴うシス
テム設定業務委託

三菱電機（株） 7,398,000 特随 ○

建設局 1-1-1※
南部方面管理事務所管内下水管渠設計業務委
託（２７－１）

（株）八州 16,826,400 一般

建設局 1-1-1※
平成27年度東部管理事務所管内下水管渠設計
資料作成等業務委託

ケイエムエンジニアリング
（株）

5,713,200 一般

建設局 1-1-1※
下水道総合情報ｼｽﾃﾑ用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器(2014年
度)設定変更業務委託

（株）富士通マーケティング 3,553,200 特随 ○

建設局 1-1-1※
平成27年度公共事業建設資材価格調査等業務
委託

太洋エンジニアリング（株） 3,898,487 一般

建設局 1-1-1※
交通用通路安全対策に関する費用負担契約書
(平成27年度)

阪神高速道路（株） 6,213,942 特随

建設局 1-1-1※
北港大橋盛土化工事に関する費用負担契約書
(その３)

阪神高速道路（株） 34,473,699 特随

建設局 1-1-1※
平成２７年度　局地的な浸水対策に伴う管渠
実施設計業務委託

（株）大建技術コンサルタンツ 9,514,800 一般

建設局 1-1-1※
平成27年度　南部管理事務所管内下水管渠設
計資料作成等業務委託

（株）第一技術コンサルタント 6,177,600 一般

建設局 1-1-1※ 本町幹線接続幹線管渠実施設計業務委託 （株）日建技術コンサルタント 19,537,200 一般

建設局 1-1-1※
平成27年度　北部管理事務所管内下水管渠設
計資料作成等業務委託

（株）ジェイプス 11,372,400 一般

建設局 1-1-1※
北部方面管理事務所管内下水管渠設計業務委
託（２７－１）

（株）昭和設計コンサルタント 18,338,400 一般

建設局 1-1-1※ うめきた2期区域下水管渠設計業務委託 中央コンサルタンツ（株） 7,916,400 一般

建設局 1-1-1※
大隅～十八条幹線接続幹線管渠実施設計業務
委託

（株）日建技術コンサルタント 28,350,000 一般

建設局 1-1-1※
西部方面管理事務所管内下水管渠設計業務委
託（２７－１）

（株）大建技術コンサルタンツ 14,731,200 一般

建設局 1-1-1※
平成27年度　西部管理事務所管内下水管渠設
計資料作成等業務委託

（株）第一技術コンサルタント 7,268,400 一般
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建設局 1-1-1※
下水道に関する都市計画外変更に係る資料作
成業務委託（27-1）

（株）ジェイプス 9,640,080 一般

建設局 1-1-1※
市岡下水処理場外２か所自家発電設備外設計
業務委託

（株）日建技術コンサルタント 2,550,960 一般

建設局 1-1-1※
平成２７年度　下水管渠への浸入水に関する
調査業務委託

（株）アスコ 8,193,096 一般 ○

建設局 1-1-1※
西部方面管理事務所管内土質調査業務委託
（２７－１）

中央開発（株） 16,761,600 一般

建設局 1-1-1※ 今福処理区幹線設計に係る基本検討業務委託 （株）セリオス 47,520,000 一般 ○

建設局 1-1-1※
局地的な豪雨対策を考慮した管渠の再構築計
画策定業務委託

（株）東京建設コンサルタント 29,484,000 特随

建設局 1-1-1※
下水道施設のストックマネジメントに係る検
討業務委託

（株）ＮＪＳ 5,713,200 一般

建設局 1-1-1※
大阪駅北大深西地区における大阪市公共下水
道施設整備事業

西日本旅客鉄道（株） 29,184,543 特随

建設局 1-1-1※
平成２７年度下水処理場・抽水所設備工事設
計資料作成等業務委託

（株）中央設計技術研究所 573,480 一般

建設局 1-1-1※
東部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-2）

（株）橋本設備工業所 20,700,360 一般 ○

建設局 1-1-1※
南部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-2）

管清工業（株） 11,198,520 一般 ○

建設局 1-1-1※
北部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-2）

（株）ランテック 7,094,520 一般 ○

建設局 1-1-1※
西部方面管理事務所管内下水道施設清掃及び
調査業務委託（27-2）

北大阪環境（株） 7,053,480 一般 ○

建設局 1-1-1※
既設公共下水道施設の嵩上げ工事に関する協
定書

阪神高速道路（株） 1,116,213 特随

建設局 1-1-1※
東部方面管理事務所管内幹線管渠実施設計業
務委託（２７-１）

晃和調査設計（株） 18,414,000 一般

建設局 1-1-1※
大隅～十八条幹線工事に伴う高架橋の防護設
計業務に関する協定

阪急電鉄（株） 37,319,400 特随

建設局 1-1-1※
下水道工事に伴う道路復旧費(平成２７年
度）

大阪市建設局長 18,754,130 特随

建設局 1-1-2※
中浜下水処理場外７か所直流電源設備設計業
務委託

（株）東峯技術コンサルタント 2,392,200 一般

建設局 1-1-2※ 弁天抽水所自家発電設備外設計業務委託
（株）三水コンサルタント　大
阪大阪支社

7,480,080 一般 ○

建設局 1-1-2※
長堀抽水所雨水滞水池設計業務委託（その
２）

（株）三水コンサルタント　大
阪大阪支社

22,572,000 一般

建設局 1-1-2※
今福下水処理場第２機械棟改造外設計業務委
託

（株）創建社ディーアンドアー
ル設計

2,939,760 一般 ○

建設局 1-1-2※
佃第１抽水所外吐口地震対策実施設計業務委
託

（株）ニュージェック 39,117,600 一般

建設局 1-1-2※ 竹島抽水所外吐口地震対策実施設計業務委託 （株）ニュージェック 40,651,200 一般
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建設局 1-1-2※
平成27年度下水道施設既存建築物改修計画策
定業務委託

（有）富永設計 5,281,200 一般

建設局 1-1-2※
平野市町抽水所外１か所雨水ポンプ設備外設
計業務委託

（株）三水コンサルタント　大
阪大阪支社

19,375,200 一般

建設局 1-1-2※
南港第２抽水所雨水ポンプ設備外設計業務委
託

玉野総合コンサルタント（株）
大阪支店

16,578,000 一般

建設局 1-1-2※
市岡下水処理場外２か所自家発電設備外設計
業務委託

（株）日建技術コンサルタント 8,265,240 一般

建設局 1-1-2※
市岡下水処理場外１か所送風機設備外設計業
務委託

（株）三水コンサルタント　大
阪大阪支社

2,786,400 一般

建設局 1-1-2※
津守下水処理場外４か所建築設備設計業務委
託

（株）施設工学研究所 2,640,600 一般

建設局 1-1-2※ 東野田抽水所沈砂池設備設計業務委託 （株）日建技術コンサルタント 6,234,840 一般

建設局 1-1-2※ 北野抽水所汚水ポンプ設備設計業務委託 （株）エハラ 10,258,920 一般

建設局 1-1-2※
下水道施設のストックマネジメントに係る検
討業務委託

（株）NJS　大阪総合事務所 4,806,000 一般

建設局 1-1-2※ 塚本抽水所沈砂池設備設計業務委託 （株）NJS　大阪総合事務所 15,994,800 一般

建設局 1-1-2※
平成27年度下水処理場・抽水所設備工事設計
資料作成等業務委託

（株）中央設計技術研究所　関
西事務所

2,701,080 一般

建設局 1-1-2※ 平野下水処理場機械棟外改修設計業務委託 （株）太田澄建築事務所 626,400 一般 ○

建設局 1-1-2※ 西三荘抽水所ポンプ設備設計業務委託 （株）昭和設計 23,976,000 一般

建設局 1-1-3※
巽西～逢阪幹線他１幹線実施設計等に係る計
画策定業務委託

（株）日水コン 11,638,080 一般

建設局 1-1-3※
下水処理場・抽水所工事設計資料作成等業務
委託（２７－１）

（株）中央設計技術研究所 9,082,800 一般

建設局 1-1-3※
平成27年度十八条～大野下水処理場汚泥圧送
管土壌調査業務委託

日本水処理工業（株） 1,684,800 一般 ○

建設局 1-1-3※
東部方面管理事務所管内下水処理場土質調査
業務委託

川崎地質（株） 37,216,800 一般

建設局 1-1-3※
西部方面管理事務所管内下水処理場土質調査
業務委託

（株）シマダ技術コンサルタン
ト

29,635,200 一般

建設局 1-1-3※
北部方面管理事務所管内下水処理場土質調査
業務委託

（株）阪神コンサルタンツ 29,311,200 一般

建設局 1-1-3※
海老江下水処理場３系汚水処理施設整備アド
バイザリー業務委託

パシフィックコンサルタンツ
（株）

13,932,000 特随 ○

建設局 1-1-3※
平野下水処理場汚泥処理施設実施設計業務委
託

日本水工設計（株） 11,264,400 一般 ○

建設局 1-1-3※
千島下水処理場～津守下水処理場外汚泥圧送
管外実施設計業務委託

（株）ニュージェック 28,144,800 一般

建設局 1-1-3※
放出下水処理場沈澄池外改造実施設計業務委
託

（株）日建技術コンサルタント 18,230,400 一般 ○
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建設局 1-1-3※
大野下水処理場吐口地震対策実施設計業務委
託

（株）ニュージェック 23,814,000 一般

建設局 1-1-3※
南部方面管理事務所管内下水処理場土質調査
業務委託(その１）

全日本コンサルタント（株） 14,223,600 一般

建設局 1-1-3※
今福下水処理場第２機械棟改造外設計業務委
託

（株）創建社ディーアンドアー
ル設計

4,162,320 一般 ○

建設局 1-1-3※
住之江下水処理場返送ポンプ棟（仮称）他実
施設計業務委託

（株）ＮＪＳ 25,061,400 一般 ○

建設局 1-1-3※
住之江下水処理場砂ろ過池施設整備他実施設
計業務委託

（株）日産技術コンサルタント 7,884,000 一般 ○

建設局 1-1-3※ 平野下水処理場機械棟外改修設計業務委託 （株）太田澄建築事務所 2,635,200 一般 ○

建設局 1-1-3※ 十八条下水処理場機械棟改修外設計業務委託 （株）建築研究所アーキゾーン 3,294,000 一般

建設局 1-1-3※ 下水道総合情報システム保守業務委託 三菱電機（株） 30,834,000 特随 ○

建設局 1-1-3※ 工事積算システム保守業務委託の支出 富士通（株） 38,001,600 特随 ○

建設局 1-1-3※
下水道総合情報ｼｽﾃﾑ機器更新に伴うｼｽﾃﾑ移行
業務委託（その２）

三菱電機（株） 18,198,000 特随 ○

建設局 1-1-3※
下水道総合情報ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ導入に伴うシス
テム設定業務委託

三菱電機（株） 7,398,000 特随 ○

建設局 1-1-3※
下水道総合情報ｼｽﾃﾑ用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器(2014年
度)設定変更業務委託

（株）富士通マーケティング 3,553,200 特随 ○

建設局 1-1-3※
下水道に関する都市計画外変更に係る資料作
成業務委託（27-1）

（株）ジェイプス 1,570,320 一般

建設局 1-1-3※
下水道施設のストックマネジメントに係る検
討業務委託

（株）ＮＪＳ 10,324,800 一般

建設局 1-1-3※
平成２７年度　下水管渠への浸入水に関する
調査業務委託

（株）アスコ 1,678,104 一般 ○

建設局 1-1-3※
中浜下水処理場汚水処理施設整備事業設計業
務委託

（株）日水コン 39,862,800 特随

建設局 1-1-3※ 放出下水処理場送風機設備外設計業務委託 （株）東峯技術コンサルタント 5,400,000 一般

建設局 1-1-3※ 中浜下水処理場西沈殿池設備設計業務委託 （株）ＮＪＳ 19,083,600 一般

建設局 1-1-3※
中浜下水処理場外1か所第４ポンプ棟ポンプ
設備外設計業務委託

（株）日水コン 6,519,960 一般

建設局 1-1-3※
千島下水処理場外１か所送風機設備外設計業
務委託

（株）三水コンサルタント 14,752,800 一般

建設局 1-1-3※
市岡下水処理場外１か所送風機設備外設計業
務委託

（株）三水コンサルタント 15,660,000 一般

建設局 1-1-3※
平野下水処理場返送汚泥ポンプ設備外設計業
務委託

（株）ニュージェック 21,038,400 一般

建設局 1-1-3※
住之江下水処理場第１ポンプ棟ポンプ設備設
計業務委託

（株）ＮＪＳ 11,232,000 一般

（様式４）



所 管 科目
（款-項-目）

委託名称 委託先 支出金額
契約
方法

再委託
有り＝○

建設局 1-1-3※ 大野下水処理場沈砂池設備設計業務委託 玉野総合コンサルタント（株） 15,120,000 一般

建設局 1-1-3※ 今福下水処理場送泥前処理設備設計業務委託 （株）中央設計技術研究所 6,801,840 一般

建設局 1-1-3※
津守下水処理場外４か所建築設備設計業務委
託

（株）施設工学研究所 8,699,400 一般 ○

建設局 1-1-3※ 住之江下水処理場外濃縮槽設備設計業務委託 （株）東峯技術コンサルタント 5,270,400 一般

建設局 1-1-3※
平野下水処理場汚泥有効利用等導入可能性調
査業務委託

（株）ニュージェック 9,147,600 一般

建設局 1-1-3※ 平野下水処理場脱水分離液処理施設整備事業 メタウォーター（株） 399,600,000 一般

建設局 1-1-3※
住之江下水処理場外汚泥消化槽撹拌設備設計
業務委託

（株）日建技術コンサルタント 10,762,200 一般

建設局 1-1-3※ 大野下水処理場汚泥処理設備設計業務委託 日本水工設計（株） 13,392,000 一般 ○

建設局 1-1-3※
平成２７年度下水処理場・抽水所設備工事設
計資料作成等業務委託

（株）中央設計技術研究所 12,169,440 一般

建設局 1-1-3※
市岡下水処理場外２か所自家発電設備外設計
業務委託

（株）日建技術コンサルタント 18,435,600 一般

建設局 1-1-3※
千島下水処理場外１か所屋外照明設備設計業
務委託

（株）施設工学研究所 4,536,000 一般

建設局 1-1-3※
海老江下水処理場外１１か所計装設備設計業
務委託

（株）中央設計技術研究所 11,901,600 一般

建設局 1-1-3※
平野下水処理場外１か所監視制御設備設計業
務委託

（株）ＮＪＳ 19,841,760 一般

建設局 1-1-3※
中浜下水処理場外７か所直流電源設備設計業
務委託

（株）東峯技術コンサルタント 3,223,800 一般

建設局 1-1-3※
既設公共下水道施設の嵩上げ工事に関する協
定書

阪神高速道路（株） 2,409,247 特随

建設局 1-1-3※
北港大橋盛土化工事に関する費用負担契約書
(その３)

阪神高速道路（株） 2,304,592 特随

建設局 1-1-3※ 大阪市平野下水処理場汚泥固形燃料化事業 （株）バイオコール大阪平野 118,621,370 特随

建設局 1-1-3※
正蓮寺川等総合整備事業に伴う不動産鑑定評
価業務

大阪エンジニアリング（株） 854,280 特随

建設局 1-1-3※
正蓮寺川等総合整備事業に伴う不動産鑑定評
価業務

（株）アクセス鑑定 706,320 特随

建設局 1-1-3※
夢洲～舞洲共同シールドの維持管理に関する
協定書に基づく管理費

大阪ガス（株） 1,086,478 特随

（様式４）


