
3-4-1 庁舎管理用鋼製オープンヘッドドラム缶　買入 令和3年4月16日 物品買入 11,000 三洋商事株式会社大阪支店 令和3年4月27日

3-4-2 地域防犯業務用ゼンリン住宅地図　買入 令和3年4月16日 物品買入 22,000 アサミ情報システム株式会社 令和3年4月27日

3-4-3 広報発信業務用ノート型パソコン一式　買入 令和3年4月16日

3-4-4 専門的家庭訪問支援事業の延長事業用デジタル乳幼児体重計他１点の買入 令和3年4月16日 物品買入 109,200
株式会社エム・イー・サイエ

ンス
令和3年4月27日

3-4-5 生活支援担当業務用シュレッダー用ゴミ袋ほか６点　買入 令和3年4月16日 物品買入 32,500 株式会社シービジョン 令和3年4月27日

3-4-6 鍵式ワイヤーロック　買入 令和3年4月16日 物品買入 145,000 アート印刷株式会社 令和3年4月27日

3-4-7 防犯啓発用鉛筆セット　買入 令和3年4月16日 物品買入 76,000 サンエス技研株式会社 令和3年4月27日

3-4-8 区役所事務用椅子　買入 令和3年4月16日 物品買入 90,000 株式会社林寺商会 令和3年4月27日

3-4-9 庁舎管理用ペダル式アルコール噴霧スタンド　買入 令和3年4月16日 物品買入 78,000 株式会社岡野 令和3年4月27日

3-5-1 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用トナーカートリッジの買入 令和3年5月14日 物品買入 279,960 株式会社オフィスアトムズ 令和3年5月26日

3-5-2 種から育てる地域の花づくり支援事業用育苗培土１点　買入 令和3年5月14日 物品買入 29,100 東美プランニング株式会社 令和3年5月26日

3-5-4 保健福祉センター事業用スポットクーラーほか１点　買入 令和3年5月14日 物品買入 62,000 株式会社𠮷川商店 令和3年5月26日

3-5-5 新たな地域コミュニティ支援事業用プリンタートナーカートリッジ他１点　買入 令和3年5月14日 物品買入 20,670 株式会社カナガワ 令和3年5月26日

3-5-6 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用ＯＡラベル他１８点　買入 令和3年5月14日 物品買入 208,830 株式会社シービジョン 令和3年5月26日

3-5-7 ポータブルワイヤレスピンマイク一式　買入 令和3年5月14日 物品買入 59,000 プロリニア株式会社 令和3年5月26日

3-5-8 政策企画課事務用　ラミネートフィルム（Ａ３）他１点　買入 令和3年5月14日 物品買入 4,770 株式会社シービジョン 令和3年5月26日

3-5-9 広報発信業務用ノート型パソコン一式　買入（その２） 令和3年5月14日 物品買入 144,500 株式会社ピーエスシー 令和3年5月26日

3-5-10 放置自転車対策用自着シール式警告エフ印刷業務 令和3年5月24日

3-6-1 地域安全事業用ノート型パソコンの買入 令和3年6月11日 物品買入 234,900 株式会社オフィスアトムズ 令和3年6月23日

3-6-2 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用トナーカートリッジ　買入 令和3年6月11日 物品買入 184,000 株式会社オフィスアトムズ 令和3年6月23日

3-6-3 青色防犯パトロール車両用マグネットシート　買入 令和3年6月11日 物品買入 12,000 Rol 令和3年6月23日

3-6-4 政策企画課広聴事業用淀川区マスコットキャラクターデザイン付きボールペン　買入 令和3年6月11日 物品買入 242,500 佐川印刷株式会社 令和3年6月23日

3-6-5 戸籍事務用淀川区オリジナル婚姻届印刷業務 令和3年6月11日 印刷請負 19,500 有限会社マック・アド・カンパニー 令和3年6月23日

3-6-6
窓口サービス課(住民登録・戸籍)事務用　ライフプラン出生・結婚記念　フォトフレーム

買入
令和3年6月11日 物品買入 195,840 関西文具株式会社 令和3年6月23日

3-6-7 地域安全事業用カラーレーザープリンタートナーカートリッジ　買入 令和3年6月11日 物品買入 60,000 ダイトク商事 令和3年6月23日

3-6-8 総務課事務用プロジェクターほか１点　買入 令和3年6月11日 物品買入 132,220 株式会社ディライト 令和3年6月23日

3-6-9 総務課事務用名札ほか18点　買入 令和3年6月11日 物品買入 76,470 株式会社カナガワ 令和3年6月23日

3-6-10 区役所事務用　手指消毒剤　買入 令和3年6月11日 物品買入 59,400 株式会社ミヨシ 令和3年6月23日

3-6-11 区役所事務用電話機　買入 令和3年6月11日 物品買入 196,000 田中工業株式会社 令和3年6月23日

3-6-12 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用スタンプ台他１８点　買入 令和3年6月11日 物品買入 218,098 株式会社シービジョン 令和3年6月23日

3-6-13 窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用ライフプラン結婚・出生記念カード　印刷 令和3年6月11日 印刷請負 19,600 有限会社マック・アド・カンパニー 令和3年6月23日

3-6-14 ポータブル電源（淀川区役所）買入 令和3年6月11日 物品買入 247,400 国華電機株式会社 令和3年6月23日

3-6-15 国民健康保険業務用プリンタートナーカートリッジほか１点　買入 令和3年6月11日 物品買入 209,440 株式会社オフィスアトムズ 令和3年6月23日

3-6-16 放置自転車対策用自着シール式警告エフ印刷業務（その３） 令和3年6月11日 印刷請負 332,500 株式会社宣成社 令和3年6月23日

3-6-17 市民協働事務用付箋ほか7点　買入 令和3年6月11日 物品買入 19,600 株式会社カナガワ 令和3年6月23日

3-6-18 　統計事務用バーコードリーダー　買入 令和3年6月11日 物品買入 22,200 佐川印刷株式会社 令和3年6月23日

契約金額
（税抜）円

契約の相手方 決定日

不調（予定価格超過）

令和３年度　淀川区役所　物品供給等公募型比較見積り合わせ契約結果

案件番号 案件名称 HP掲載日
契約の
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不調（予定価格超過）
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3-7-1 市民協働事業用カラーレーザープリンタートナーカートリッジ　買入 令和3年7月9日 物品買入 42,600 株式会社オフィスジャパン 令和3年7月21日

3-7-2 子育て支援事務用ステープル針　ほか10点　買入 令和3年7月9日 物品買入 45,600 関西文具株式会社 令和3年7月21日

3-7-3 市民協働事務用ラミネートフィルムほか7点　買入 令和3年7月9日 物品買入 36,100 株式会社カナガワ 令和3年7月21日

3-7-4 生活支援担当業務用輪ゴムほか　２０点　買入 令和3年7月9日 物品買入 62,540 関西文具株式会社 令和3年7月21日

3-7-5 卓上用飛沫防止アクリル板　買入 令和3年7月9日 物品買入 13,550 株式会社カナガワ 令和3年7月21日

3-7-6 保健福祉センター事務用テープのりほか24点　買入 令和3年7月9日 物品買入 79,200 株式会社カナガワ 令和3年7月21日

3-7-7 選挙事務用浸透印　外３点　買入 令和3年7月9日 物品買入 5,500 株式会社カナガワ 令和3年7月21日

3-7-8 統計事務用　宛名ラベル外９点　買入 令和3年7月9日 物品買入 30,300 株式会社カナガワ 令和3年7月21日

3-7-9 保険年金担当事務用フラットファイル（背表紙伸縮タイプ）外1点買入 令和3年7月9日 物品買入 38,200 株式会社シービジョン 令和3年7月21日

3-7-10 種から育てる地域の花づくり支援事業用手袋外1点 買入 令和3年7月9日 物品買入 6,450 株式会社エム・イー・サイエンス 令和3年7月21日

3-7-11 種から育てる地域の花づくり支援事業用種外８点 買入 令和3年7月9日 物品買入

3-8-1 子育て支援担当事務用プリンタートナーカートリッジ　買入 令和3年8月6日 物品買入 30,000 ダイトク商事 令和3年8月25日

3-8-2 市民協働課事務用プリンタートナーカートリッジ　買入 令和3年8月6日 物品買入 30,000 ダイトク商事 令和3年8月25日

3-8-3 地域健康講座用コピー用紙　他18点　買入 令和3年8月6日 物品買入 29,720 株式会社カナガワ 令和3年8月25日

3-8-4 国民健康保険事務用　ホッチキス針ほか16点の買入 令和3年8月6日 物品買入 10,000 株式会社カナガワ 令和3年8月25日

3-8-5 保健福祉業務用ロール紙　買入 令和3年8月6日 物品買入 25,500 株式会社カナガワ 令和3年8月25日

3-9-1 衆議院議員総選挙用養生用テープほか１９点　買入 令和3年9月6日 物品買入 155,600 株式会社カナガワ 令和3年9月15日

3-9-2 衆議院議員総選挙用雑巾ほか２点　買入 令和3年9月6日 物品買入 27,000 株式会社カナガワ 令和3年9月15日

3-9-3 衆議院議員総選挙従事者用お茶　買入（消費税率：８％） 令和3年9月6日 物品買入 28,012 株式会社カナガワ 令和3年9月15日

3-9-4 衆議院議員総選挙用手指消毒剤　買入 令和3年9月6日 物品買入 76,419 合同会社リアルマーグ 令和3年9月15日

3-9-5 保険年金業務用ロール紙　買入 令和3年9月10日 物品買入 23,000 椿本商事株式会社 令和3年9月24日

3-9-6 種から育てる地域の花づくり支援事業用育苗培土外２点　買入 令和3年9月10日 物品買入 29,720 赤松種苗株式会社 令和3年9月24日

3-9-7 市民協働事業用イヤホン付きクリップマイクロホン　買入 令和3年9月10日 物品買入 68,250 NEICS合同会社 令和3年9月24日

3-9-8 生活支援担当業務用通話録音機　買入 令和3年9月10日 物品買入 37,770 株式会社山昌 令和3年9月24日

3-9-9 在宅医療・介護講演会チラシ  印刷 令和3年9月10日 印刷請負 11,500 有限会社マック・アド・カンパニー 令和3年9月24日

3-9-10 保健福祉センター事務用養生テープ　買入 令和3年9月10日 物品買入 12,000 株式会社岡野 令和3年9月24日

3-9-11 市民協働事務用レールクリヤーホルダー　買入 令和3年9月10日 物品買入 13,500 株式会社カナガワ 令和3年9月24日

3-9-12 淀川区子育て支援室広報用 チラシ 印刷 令和3年9月10日 印刷請負 20,000 有限会社マック・アド・カンパニー 令和3年9月24日

3-9-13 衆議院議員総選挙用二酸化炭素濃度計ほか１点　買入 令和3年9月10日 物品買入 172,000 関西文具株式会社 令和3年9月24日

3-9-14 衆議院議員総選挙用飛沫防止用パーテーション（下部開口有り）ほか１点　買入 令和3年9月10日 物品買入 145,000 ニュー関西パーツ合同会社 令和3年9月24日

3-10-1 衆議院議員総選挙にかかる従事者用寝具　借入 令和3年10月5日 物品借入 18,000 株式会社白光 令和3年10月15日

3-10-2 淀川区成人の日記念のつどい事業にかかる持ち手付き手提げ袋　ほか１点の買入 令和3年10月8日 物品買入 45,000 株式会社カナガワ 令和3年10月20日

3-10-3 成人の日記念のつどい事業にかかる花束外２点の買入 令和3年10月8日 物品買入 62,000 株式会社サトウ花店 令和3年10月20日

3-10-4 生活支援担当業務用システムトナーカートリッジ　買入 令和3年10月8日 物品買入 268,080 ジェイテック株式会社 令和3年10月20日

3-10-5 生活支援担当業務用半透明クロステープほか　１０点　買入 令和3年10月8日 物品買入 13,100 株式会社カナガワ 令和3年10月20日

3-10-6 学校体育施設開放事業用バレー支柱ハンガー　買入 令和3年10月8日 物品買入 39,500 ミズシマスポーツ株式会社 令和3年10月20日

3-10-7 禁煙健康教育用　パンフレット 印刷 令和3年10月8日 印刷請負 18,000 有限会社マック・アド・カンパニー 令和3年10月20日

不調(応札なし)
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3-10-8 淀川区成人の日記念のつどい事業にかかるプログラム印刷 令和3年10月8日 印刷請負 22,220 有限会社マック・アド・カンパニー 令和3年10月20日

3-10-9 保健福祉センター事務用ゴム印ほか５点　買入 令和3年10月8日 物品買入 7,030 株式会社シービジョン 令和3年10月20日

3-10-10 総務事務用等プリンタートナーカートリッジほか１点　買入 令和3年10月8日 物品買入 66,950 株式会社山昌 令和3年10月20日

3-10-11 区役所事務用電話機ほか２点　買入 令和3年10月8日 物品買入

3-10-12 庁舎管理用自動検温機能付き消毒液噴霧器ほか１点　買入 令和3年10月8日 物品買入 33,900 協和産商株式会社 令和3年10月20日

3-11-1 種から育てる地域の花づくり支援事業用園芸用土　買入 令和3年11月12日 物品買入 38,600 東美プランニング株式会社 令和3年11月25日

3-11-2 保健福祉センター事業用　沐浴人形　買入 令和3年11月12日 物品買入 132,000 株式会社カナガワ 令和3年11月25日

3-11-3 保険年金担当事務用浸透印ほか８点買入 令和3年11月12日

3-11-4 特定検診受診勧奨用プリンターインクカートリッジ買入 令和3年11月12日 物品買入 62,000 株式会社カナガワ 令和3年11月25日

3-11-5 生涯学習推進事業用カタログケース外４点　買入 令和3年11月12日 物品買入 65,720 関西文具株式会社 令和3年11月25日

3-11-6 生活支援担当業務用セルビング書庫（単体）ほか　２点　買入 令和3年11月12日 物品買入 194,000 関西文具株式会社 令和3年11月25日

3-11-7 介護予防健康教育用　ミニノート印刷 令和3年11月12日 印刷請負 35,000 リースト大阪株式会社 令和3年11月25日

3-11-8 保健福祉センター事業用プリンタートナーカートリッジほか２点　買入 令和3年11月12日 物品買入 73,200 ニュー関西パーツ合同会社 令和3年11月25日

3-11-9 保健福祉センター事務用スティックのりほか23点　買入 令和3年11月12日 物品買入 48,060 関西文具株式会社 令和3年11月25日

3-11-10 保健福祉業務用プリンタートナーカートリッジ　買入 令和3年11月12日 物品買入 229,100 ジェイテック株式会社 令和3年11月25日

3-11-11 保健福祉業務用ホッチキス針ほか１５点　買入 令和3年11月12日 物品買入 78,319 株式会社シービジョン 令和3年11月25日

3-11-12 区役所事務用　手指消毒剤　買入 令和3年11月12日 物品買入 34,380 コスメティックスローランド株式会社 令和3年11月25日

3-11-13 区役所事務用電話機ほか１点　買入 令和3年11月12日 物品買入 194,420 NEICS合同会社 令和3年11月25日

3-11-14 淀川区がん検診・特定健診取扱医療機関マップ　編集加工及び印刷 令和3年11月12日 印刷請負 45,400 有限会社あすか美術印刷 令和3年11月25日

3-12-1 庁舎管理用蛍光灯ほか４点　買入 令和3年12月10日 物品買入

3-12-2 総務課事務用プリンタートナーカートリッジ　買入 令和3年12月10日 物品買入 53,800 有限会社スリーエス 令和3年12月22日

3-12-3 地域における安全・安心事業用 メッシュビブス 買入 令和3年12月10日 物品買入 108,000 Rol 令和3年12月22日

3-12-4 保険年金担当事務用浸透印ほか９点買入 令和3年12月10日 物品買入 86,080 関西文具株式会社 令和3年12月22日

3-12-5 生活保護業務用自転車　買入 令和3年12月10日 物品買入 301,000 NEICS合同会社 令和3年12月22日

3-12-6 子育て支援事務用ボックスファイル　ほか30点　買入 令和3年12月10日 物品買入

3-12-7 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用デスクマット　他２点　買入 令和3年12月10日 物品買入 44,970 株式会社カナガワ 令和3年12月22日

3-12-8 選挙常時啓発用両面コート紙　外６点　買入 令和3年12月10日 物品買入 45,200 株式会社カナガワ 令和3年12月22日

3-12-9 市民協働事業用自転車　買入 令和3年12月10日 物品買入 301,000 NEICS合同会社 令和3年12月22日

3-1-1 こどもサポートネット事業広報用　チラシ印刷 令和4年1月14日 印刷請負 42,900 株式会社近畿印刷センター 令和4年1月26日

3-1-2 特定健診およびがん検診　受診啓発用チラシ 印刷 令和4年1月14日 印刷請負 31,900 近電写真工業株式会社 令和4年1月26日

3-1-3 地域安全事業用カラーレーザープリンタートナーカートリッジ　買入 令和4年1月14日 物品買入 245,500 ＮＥＩＣＳ合同会社 令和4年1月26日

3-1-4 地域防犯業務用ペーパーカッター買入 令和4年1月14日 物品買入 11,800 株式会社カナガワ 令和4年1月26日

3-1-5 防犯啓発用ラベル入りネットクリーナー　買入 令和4年1月14日 物品買入 82,000 Rol 令和4年1月26日

3-1-6 地域安全対策事業用「安全マップ付下敷き」印刷 令和4年1月14日 印刷請負 120,704 株式会社近畿印刷センター 令和4年1月26日

3-1-7 地域における安全・安心事業用アレルギー対応アルファ化米（個食タイプ）買入 令和4年1月14日 物品買入 299,600 関西文具株式会社 令和4年1月26日

3-1-8 学校体育施設開放事業用卓球台　買入 令和4年1月14日 物品買入 125,000 ミズシマスポーツ株式会社 令和4年1月26日

3-1-9 保健福祉センター事業用ＤＶＤソフト　買入 令和4年1月14日 物品買入

不調(応札なし)

不調(応札なし)

不調（予定価格超過）

不調(応札なし)

不調(応札なし)
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3-1-10 地域における安全・安心事業用　災害用折畳ヘルメット　買入 令和4年1月14日 物品買入 168,000 キムラ海陸通商株式会社　大阪支店 令和4年1月26日

3-1-11 生活支援担当業務用ダブルクリップほか　３４点　買入 令和4年1月14日 物品買入 120,980 関西文具株式会社 令和4年1月26日

3-1-12 生活支援担当業務用システムトナーカートリッジ　買入 令和4年1月14日 物品買入 269,400 ジェイテック株式会社 令和4年1月26日

3-1-13 子育て支援事業用ボックスファイル　ほか39点　買入 令和4年1月14日 物品買入 86,500 株式会社カナガワ 令和4年1月26日

3-1-14 選挙事務用トナーカートリッジ　買入 令和4年1月14日 物品買入 20,800 ＮＥＩＣＳ合同会社 令和4年1月26日

3-1-15 令和４年度淀川区役所宿直用寝具借入 令和4年1月14日 物品借入

3-1-16 区役所事務用開封機　買入 令和4年1月14日 物品買入 246,000 株式会社シービジョン 令和4年1月26日

3-1-17 総務課事務用朱肉用補充インクほか３点　買入 令和4年1月14日 物品買入 188,800 関西文具株式会社 令和4年1月26日

3-1-18 区役所事務用平机　買入 令和4年1月14日 物品買入 59,100 株式会社光楠 令和4年1月26日

3-1-19 庁舎管理用ポールパーテーション　買入 令和4年1月14日 物品買入 216,000 関西文具株式会社 令和4年1月26日

3-1-20 すこやか大阪21推進事業用食育レシピの印刷 令和4年1月14日 印刷請負 30,000 有限会社マック・アド・カンパニー 令和4年1月26日

3-1-21 食育啓発事業用「朝食レシピ」チラシ　印刷 令和4年1月14日 印刷請負 12,000 有限会社マック・アド・カンパニー 令和4年1月26日

3-2-1 大判プリンター用普通紙ロール厚手ほか２点　買入 令和4年2月10日 物品買入 262,200 関西文具株式会社 令和4年2月24日

3-2-2 国民健康保険事務用　ホッチキス針ほか9点 買入 令和4年2月10日 物品買入 14,400 株式会社カナガワ 令和4年2月24日

3-2-3 帰宅困難者対策用備蓄飲料水 買入（消費税率：８％） 令和4年2月10日 物品買入

3-2-4 地域防災リーダー装備品用防災作業服上衣ほか３点（淀川区役所）　買入 令和4年2月10日 物品買入 332,950 宝永株式会社 令和4年2月24日

3-2-5 保健福祉業務用 ボッチャボールセット　買入 令和4年2月10日 物品買入

3-2-6 生活支援担当業務用ＦＡＸトナーカートリッジ他１点　買入 令和4年2月10日 物品買入 56,330 株式会社カナガワ 令和4年2月24日

3-2-7 政策企画課事務用　プリンターイメージドラム 買入 令和4年2月10日 物品買入 57,800 ＮＥＩＣＳ合同会社 令和4年2月24日

3-2-8 妊婦体操教室事業用USBメモリ　他9点　買入 令和4年2月10日 物品買入

3-2-9 地域健康講座用コピー用紙　他13点　買入 令和4年2月10日 物品買入

3-2-10 市民協働課事務用プリンタートナーカートリッジ　買入 令和4年2月10日 物品買入 27,000 有限会社スリーエス 令和4年2月24日

3-2-11 放置自転車啓発用コーンバーほか３点 買入 令和4年2月10日 物品買入 26,800 関西文具株式会社 令和4年2月24日

3-2-12 夢ちゃん緑と花のまちづくり推進事業用ラベルライター用テープカートリッジ　買入 令和4年2月10日 物品買入 29,100 株式会社カナガワ 令和4年2月24日

3-2-13
夢ちゃん緑と花のまちづくり推進事業用カラーレーザープリンタートナーカートリッジ　買

入
令和4年2月10日 物品買入 18,400 有限会社スリーエス 令和4年2月24日

3-2-14 成人の日記念のつどい事業用プラスチックダンボールほか４点　買入 令和4年2月10日 物品買入

3-2-15 淀川区民のまつり事業用ラベルライター　買入 令和4年2月10日 物品買入 25,600 関西文具株式会社 令和4年2月24日

3-2-16  市民協働事務用ダブルクリップほか　３３点　買入 令和4年2月10日 物品買入 124,000 株式会社カナガワ 令和4年2月24日

3-2-17 在宅医療・介護連携推進事業用　在宅医療・介護リーフレット　印刷 令和4年2月10日 印刷請負 58,600 株式会社近畿印刷センター 令和4年2月24日

3-2-18 政策企画課事務用　フリクションボール替芯　他１３点　買入 令和4年2月10日 物品買入 41,500 株式会社カナガワ 令和4年2月24日

3-2-19  地域における安全・安心事業用ビデオカメラ他３点　買入 令和4年2月10日 物品買入 110,450 ＮＥＩＣＳ合同会社 令和4年2月24日

3-2-20 地域における減災推進事業用　トリアージタッグ（大阪府医師会仕様） 買入 令和4年2月10日 物品買入 157,000 大島印刷株式会社 令和4年2月24日

3-2-21  地域における安全・安心事業用　防災マップ及び防災関連紙面印刷 令和4年2月10日 印刷請負 98,000 株式会社カンプリ新大阪 令和4年2月24日

3-2-22 国民健康保険業務用プリンタートナーカートリッジほか１点　買入 令和4年2月10日 物品買入 110,240 株式会社ディライト 令和4年2月24日

3-2-23 保険年金担当事務用開封機　買入 令和4年2月10日 物品買入 246,000 株式会社シービジョン 令和4年2月24日

3-2-24  保険年金担当事務用マグネットクリップほか７点 買入 令和4年2月10日 物品買入 27,200 株式会社カナガワ 令和4年2月24日

3-2-25 区役所事務用平机　買入（その２） 令和4年2月10日 物品買入 100,000 株式会社カナガワ 令和4年2月24日

不調(応札なし)

不調(応札なし)

不調(応札なし)

不調(応札なし)

不調(応札なし)

不調(応札なし)
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3-2-26 広報情報発信事業用　デジタルビデオカメラ 買入 令和4年2月10日 物品買入 71,750 ＮＥＩＣＳ合同会社 令和4年2月24日

3-2-27 地域における安全・安心事業用エンジン刈払機　買入 令和4年2月10日 物品買入 29,600 株式会社カナガワ 令和4年2月24日

3-2-28 保健福祉センター事務用消しゴムほか７点　買入 令和4年2月10日 物品買入 29,800 株式会社カナガワ 令和4年2月24日

3-2-29 保健福祉センター事務用フォトトリマー　買入 令和4年2月10日 物品買入 38,400 関西文具株式会社 令和4年2月24日

3-2-30 食育事業用まな板ほか５点　買入 令和4年2月10日 物品買入

3-2-31 教育支援事務用大型封筒他11点 買入 令和4年2月10日 物品買入

3-2-32 地域における安全・安心事業用ラミネートフィルムほか３点　買入 令和4年2月10日 物品買入 48,080 株式会社シービジョン 令和4年2月24日

3-2-33 令和４年度淀川区役所宿直用寝具借入（その２） 令和4年2月10日 物品借入 156,000 株式会社白光 令和4年2月24日

不調(応札なし)

不調(応札なし)


