
31-4-1 放置自転車対策用自着シール式警告エフ印刷業務 平成31年4月19日 物品買入 343,000 株式会社宣成社 平成31年4月25日

31-4-2 種から育てる地域の花づくり支援事業用 園芸用セルトレイ外６点 買入 平成31年4月19日 物品買入

31-4-3 総務課事務用コードリール 買入 平成31年4月19日 物品買入 225,750 光英金物株式会社 平成31年4月25日

31-4-4 政策企画課広報担当パソコン用ソフト 買入 平成31年4月19日 物品買入 74,000 関西文具株式会社 平成31年4月25日

31-5-1 保健福祉業務用ゴム印ほか１３点 買入 令和元年5月17日 物品買入 154,493 株式会社シービジョン 令和元年5月28日

31-5-2 小学生補習充実事業用脚付両面ホワイトボード他１点　買入 令和元年5月17日 物品買入 29,800 関西文具株式会社 令和元年5月28日

31-5-3 総務課統計調査用両開きパイプ式ファイルほか2点買入 令和元年5月17日 物品買入 5,475 株式会社シービジョン 令和元年5月28日

31-5-4 総務課複写機用ステープル針ほか5点　買入 令和元年5月17日 物品買入 50,445 株式会社シービジョン 令和元年5月28日

31-6-1 参議院議員通常選挙従事者用弁当 買入（単価契約） 令和元年６月10日 特名随意契約 825 フードセンタートミヤ 令和元年6月21日

31-6-2 参議院議員通常選挙にかかる期日前投票所用物品　借入 令和元年６月１０日 物品借入

31-6-3 参議院議員通常選挙にかかる投開票所用物品　借入 令和元年６月１０日 物品借入 353,825 ダイキチレントオール株式会社 令和元年6月18日

31-6-4 参議院議員通常選挙従事者用お茶　買入 令和元年６月１０日 物品買入 15,600 株式会社カナガワ 令和元年6月18日

31-6-5 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 令和元年6月14日 物品買入 280,800 株式会社オフィスアトムズ 令和元年6月25日

31-6-6 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用ライフプラン結婚・出生記念カード　買入 令和元年6月14日 印刷請負 30,000 アート印刷株式会社 令和元年6月25日

31-6-7 生活支援担当業務用蛍光マーカーほか１４点　買入 令和元年6月14日 物品買入 35,200 石元商事株式会社 令和元年6月25日

31-6-8 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 令和元年6月14日 物品買入 136,000 関西文具株式会社 令和元年6月25日

31-6-9 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用シュレッダー用ごみ袋他１３点　買入 令和元年6月14日 物品買入 118,723 株式会社シービジョン 令和元年6月25日

31-6-10 学校体育施設開放事業用物置　買入 令和元年6月14日 物品買入 132,000 株式会社アーツグリーン 令和元年6月25日

31-6-11 学校体育施設開放事業用多目的支柱　買入 令和元年6月14日 物品買入 59,000 ミズシマスポーツ株式会社 令和元年6月25日

31-6-12 保健福祉センター事業用クリップ付ペンシルほか１０点　買入 令和元年6月14日 物品買入 56,760 関西文具株式会社 令和元年6月25日

平成31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
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31-6-13 すこやか大阪２１推進事業用　ウェットティッシュ　買入 令和元年6月14日 物品買入 101,000 株式会社ノベルコ 令和元年6月25日

31-6-14 保健福祉センター業務用ＦＡＸトナーほか1点　買入 令和元年6月14日 物品買入 24,350 ゼネラル株式会社 令和元年6月25日

31-6-15 地域防犯啓発用鍵式ワイヤーロック　買入 令和元年6月14日 物品買入 118,000 株式会社カナガワ 令和元年6月25日

31-6-16 保健福祉センター事業用ゴム印　買入 令和元年6月14日 物品買入 11,293 株式会社カナガワ 令和元年6月25日

31-6-17 保育事務用硬質カードケースほか９点　買入 令和元年6月14日 物品買入 43,270 株式会社カナガワ 令和元年6月25日

31-6-18 児童扶養手当事務用テープカートリッジほか６点　買入 令和元年6月14日 物品買入 17,134 株式会社シービジョン 令和元年6月25日

31-6-19 庁舎管理用コーンバーほか２点　買入 令和元年6月14日 物品買入 19,800 プランニングゆう 令和元年6月21日

31-6-20 参議院議員通常選挙従事者用寝具　借入 令和元年6月14日 物品借入 14,000 株式会社白光 令和元年6月25日

31-6-21 総務課事務用および参議院議員通常選挙用養生用テープほか25点　買入 令和元年6月18日 物品買入 184,960 株式会社カナガワ 令和元年6月21日

31-7-1 生活保護業務用自転車　買入 令和元年7月12日 物品買入 100,000 株式会社カナガワ 令和元年7月25日

31-7-2 地域安全対策業務啓発用自転車ひったくり防止カバー 買入 令和元年7月12日 物品買入 268,000 株式会社Ｎ＆Ｍ　Ｃｏ． 令和元年7月25日

31-7-3 学校体育施設開放事業用防球ネット　買入 令和元年7月12日 物品買入

31-7-4 政策企画課事務用スティックのりほか17点　買入 令和元年7月12日 物品買入 113,205 株式会社シービジョン 令和元年7月25日

31-7-5 政策企画課　会議用テーブル角型ほか1点　買入 令和元年7月12日 物品買入 52,600 株式会社林寺商会 令和元年7月25日

31-7-6 国民健康保険事務用　ボールペンほか１点 買入 令和元年7月12日 物品買入 6,140 関西文具株式会社 令和元年7月25日

31-7-7 保健福祉業務用プリンタートナーカートリッジの買入 令和元年7月12日 物品買入 6,400 有限会社スリーエス 令和元年7月25日

31-7-8 在宅医療・介護連携推進事業用リーフレット　印刷 令和元年7月12日 印刷請負 46,600 株式会社ミラテック 令和元年7月25日

31-7-9 地域健康講座用カラー用紙　他20点　買入 令和元年7月12日 物品買入 32,396 株式会社カナガワ 令和元年7月25日

31-7-10 国民健康保険業務用プリンタートナーカートリッジ外2点　買入 令和元年7月12日 物品買入 207,300 ダイトク商事 令和元年7月25日

31-7-11 保険年金業務用ロール紙　買入 令和元年7月12日 物品買入 25,200 椿本商事株式会社 令和元年7月25日

31-7-12 種から育てる地域の花づくり支援事業用育苗培土外５点　買入 令和元年7月12日 物品買入 100,000 赤松種苗株式会社 令和元年7月25日

31-7-13 保健福祉センター事業用カラー用紙他４点　買入 令和元年7月12日 物品買入 18,843 株式会社カナガワ 令和元年7月25日

31-7-14 庁内パソコン用ＡＣアダプター　買入 令和元年7月12日 物品買入

31-7-15 庁舎管理用蛍光灯他２点　買入 令和元年7月12日 物品買入 71,250 エレクト商事株式会社 令和元年7月25日

31-7-16 がん検診受診促進用　乳がん視触診モデル　買入 令和元年7月12日 物品買入 70,200 株式会社アダチ 令和元年7月25日

不調(応札なし)

不調(応札なし)
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31-8-1 総務課事務用入札箱　買入 令和元年８月９日 物品買入 13,860 株式会社日本選挙センター 令和元年8月27日

31-8-2 保健福祉業務・介護保険業務用プリンタートナーカートリッジ　買入 令和元年８月９日 物品買入 230,750 株式会社オフィスアトムズ 令和元年8月27日

31-8-3 第38回淀川区こども文化のまつり事業用スティック型ＬＥＤライト他４点　買入 令和元年８月９日 物品買入 263,400 株式会社カナガワ 令和元年8月27日

31-8-4 保健福祉・介護保険業務用ゴム印ほか１２点の買入について 令和元年８月９日 物品買入 23,850 株式会社シービジョン 令和元年8月27日

31-8-5 種から育てる地域の花づくり支援事業用ビオラ種外６点買入 令和元年８月９日 物品買入 17,600 丸石園芸株式会社 令和元年8月27日

31-8-6 生活支援担当業務用蛍光マーカーほか１１点 買入 令和元年８月９日 物品買入 51,650 石元商事株式会社 令和元年8月27日

31-8-7 生活支援担当業務用データ印 買入 令和元年８月９日 物品買入 2,640 株式会社シービジョン 令和元年8月27日

31-8-8 地域防犯業務にかかる作業服（プリント入）買入 令和元年８月９日 物品買入 198,500 株式会社吉川商店 令和元年8月27日

31-8-9 がん検診・特定健診受診啓発用　チラシ　他3点　印刷 令和元年８月９日 印刷請負 45,125 有限会社マック・アド・カンパニー 令和元年8月27日

31-8-10 市民協働課事務用　タイルカーペット　買入 令和元年８月９日 物品買入 21,600 株式会社カナガワ 令和元年8月29日

31-8-11 学校体育施設開放事業用防球ネット　買入（その２） 令和元年８月９日 物品買入 117,000 ミズシマスポーツ株式会社 令和元年8月27日

31-8-12 淀川区子育てサロン周知用チラシ　印刷 令和元年８月９日 印刷請負 32,000 しんこう印刷株式会社 令和元年8月27日

31-8-13 淀川区地域福祉推進ビジョンほか１点印刷 令和元年８月９日 印刷請負 141,000 有限会社マック・アド・カンパニー 令和元年8月27日

31-8-14 保険年金担当業務用フラットファイル（背幅伸縮タイプ）　買入 令和元年８月９日 物品買入 9,900 株式会社シービジョン 令和元年8月27日

31-8-15 在宅医療・介護講演会ポスター他２点　印刷 令和元年８月９日 印刷請負 39,250 有限会社マック・アド・カンパニー 令和元年8月27日
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31-10-1 庁舎管理用LANケーブルほか２点　買入 令和元年10月11日 物品買入 29,682 株式会社ＮＴＳ 令和元年10月24日

31-10-2 区役所事務用ゴミ袋ほか３点　買入 令和元年10月11日 物品買入 27,920 株式会社シービジョン 令和元年10月24日

31-10-3 青色防犯パトロール車両用フロントタイヤ 交換 令和元年10月11日 物品買入

31-10-4 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用綴り紐他１０点　買入 令和元年10月11日 物品買入 40,860 石元商事株式会社 令和元年10月24日

31-10-5 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 令和元年10月11日 物品買入 276,900 株式会社オフィスアトムズ 令和元年10月24日

31-10-6 種から育てる地域の花づくり支援事業用家庭用ポリバケツ外６点　買入 令和元年10月11日 物品買入 21,465 株式会社カナガワ 令和元年10月24日

31-10-7 種から育てる地域の花づくり支援事業用　葉牡丹苗外１点　買入 令和元年10月11日 物品買入 8,160 株式会社三章園 令和元年10月24日

31-10-8 保健福祉・介護保険業務用養生テープほか１１点　買入 令和元年10月11日 物品買入 21,700 株式会社シービジョン 令和元年10月24日

31-10-9 保健福祉センター事業用住宅地図　買入 令和元年10月11日 物品買入 19,500 株式会社かんぽう 令和元年10月24日

31-10-10 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 令和元年10月11日 印刷請負 20,900 有限会社マック・アド・カンパニー 令和元年10月24日

31-10-11 淀川区成人の日記念のつどい事業にかかる花束外２点　買入 令和元年10月11日 物品買入 46,000 株式会社サトウ花店 令和元年10月24日

31-10-12 淀川区成人の日記念のつどい事業用持ち手付き手提げ袋他４点　買入 令和元年10月11日 物品買入 61,550 株式会社シービジョン 令和元年10月24日

31-10-13 選挙啓発用オリジナルクリアファイル 買入 令和元年10月11日 物品買入 32,500 株式会社チヂキ 令和元年10月24日

31-10-14 統計調査用等トナーカートリッジ外５点 買入 令和元年10月11日 物品買入 140,990 NEICS合同会社 令和元年10月24日

31-10-15 選挙啓発用等ラミネートフィルム外８点　買入 令和元年10月11日 物品買入 36,455 株式会社カナガワ 令和元年10月24日

31-10-16 大阪市淀川区「子育ていろいろお問い合わせ先一覧カード」の編集加工・印刷 令和元年10月11日 印刷請負 18,500 有限会社マック・アド・カンパニー 令和元年10月24日

不調(応札なし)
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31-11-1 学校体育施設開放事業用電光表示器　買入 令和元年11月15日 物品買入 58,500 ミズシマスポーツ株式会社 令和元年11月26日

31-11-2 第46回淀川区新春たこあげ大会用トロフィー外５点　買入 令和元年11月15日 物品買入 212,020 株式会社カナガワ 令和元年11月26日

31-11-3 区役所事務用　速乾性擦込式手指消毒剤　買入 令和元年11月15日 物品買入 23,200 株式会社カナガワ 令和元年11月26日

31-11-4 市民協働事務用２穴パンチほか１３点　買入 令和元年11月15日 物品買入 45,525 株式会社シービジョン 令和元年11月26日

31-11-5 特定健康診査受診勧奨用卓上パンチング（起き上がりこぼし）　買入 令和元年11月15日 物品買入 168,000 株式会社チヂキ 令和元年11月26日

31-11-6 保険年金担当事務用朱肉ほか14点　買入 令和元年11月15日 物品買入 34,295 株式会社シービジョン 令和元年11月26日

31-11-7 保険年金担当事務用住宅地図　買入 令和元年11月15日 物品買入 11,000 株式会社カナガワ 令和元年11月26日

31-11-8 青色防犯パトロール車両用フロントタイヤ　交換（その２） 令和元年11月15日 物品修繕 22,400 株式会社村上自動車工業所 令和元年11月26日

31-11-9 予防接種スケジュールリーフレット　印刷 令和元年11月15日 印刷請負 19,500 寺田出版印刷株式会社 令和元年11月28日

31-11-10 保健福祉センター事業用小児用ベッド　買入 令和元年11月15日 物品買入 98,700 株式会社エム・イー・サイエンス 令和元年11月26日

31-11-11 保健福祉センター事業用ブルーレイ再生機及びワイド液晶モニタ　買入 令和元年11月15日 物品買入 32,880 株式会社カナガワ 令和元年11月26日

31-11-12 種から育てる地域の花づくり支援事業用　園芸用ポット2.5号外5点　買入 令和元年11月15日 物品買入 87,000 丸石園芸株式会社 令和元年11月28日

31-11-13 展げる講座用ホッチキス　ほか１０点　買入 令和元年11月15日 物品買入 32,203 株式会社カナガワ 令和元年11月26日
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31-12-1 政策企画課事務用ワイヤレスチャイムほか7点　買入 令和元年12月13日 物品買入 87,490 株式会社カナガワ 令和元年12月25日

31-12-2 広聴・広報情報発信事業用デジタルカメラほか1点　買入 令和元年12月13日 物品買入 84,510 NEICS合同会社 令和元年12月25日

31-12-3 市民協働型自転車利用適正化事業用ポケットティッシュ　買入 令和元年12月13日 物品買入 18,516 株式会社ＮＴＳ 令和元年12月25日

31-12-4 戸籍事務用淀川区オリジナル婚姻届　印刷 令和元年12月13日 印刷請負 20,000 株式会社ウィルハーツ 令和元年12月25日

31-12-5 淀川区災害対策本部充実用ＩＰ無線装置　買入 令和元年12月13日 物品買入 192,000 日栄無線株式会社 令和元年12月25日

31-12-6 保険年金担当事務用トナーカートリッジほか1点の買入 令和元年12月13日 物品買入 253,495 株式会社オフィスアトムズ 令和元年12月25日

31-12-7 生活保護業務用自転車　買入 令和元年12月13日 物品買入 308,800 株式会社カナガワ 令和元年12月25日

31-12-8 地域防犯業務にかかるカラーコーン用立体表示カバー買入 令和元年12月13日 物品買入 84,000 株式会社カナガワ 令和元年12月25日

31-12-9 地域安全対策啓発用配付物品（ティッシュ）　買入 令和元年12月13日 物品買入 51,000 アート印刷株式会社 令和元年12月25日

31-12-10 地域安全事業用こども110番の家の旗　買入 令和元年12月13日 物品買入 110,000 株式会社チヂキ　大阪店 令和元年12月25日

31-12-11 安全なまちづくり推進デー普及事業にかかるデザイン腕章　買入 令和元年12月13日 物品買入 192,000 株式会社ノベルコ 令和元年12月25日

31-12-12 国民健康保険事務用　電動パンチ替刃ほか８点　買入 令和元年12月13日 物品買入 17,900 関西文具株式会社 令和元年12月25日

31-12-13 学校体育施設開放事業用電光表示器(その２）　買入 令和元年12月13日 物品買入 60,000 ミズシマスポーツ株式会社 令和元年12月25日

31-12-14 保健福祉センター事業用　沐浴人形　買入 令和元年12月13日 物品買入 147,800 大阪ニットー商会　代表者　吉田祐二 令和元年12月25日

31-12-15 淀川区民センター設置用スタンド付き自動体外式除細動器（ＡＥＤ）　買入 令和元年12月13日 物品買入 119,400 株式会社エム・イー・サイエンス 令和元年12月25日

31-12-16 成人健康教育用パンフレット　印刷 令和元年12月13日 印刷請負 20,000 有限会社マック・アド・カンパニー 令和元年12月25日

31-12-17 介護予防健康教育用パンフレット　印刷 令和元年12月13日 印刷請負 79,000 アート印刷株式会社 令和元年12月25日

31-12-18 庁舎管理用蛍光灯他２点（その２）買入 令和元年12月13日 物品買入 112,300 株式会社カナガワ 令和元年12月25日

31-12-19 保健福祉センター事業用　公用車用カーナビゲーション　買入 令和元年12月13日 物品買入 25,097 株式会社ＮＴＳ 令和元年12月25日

31-12-20 地域安全事業用パソコン　買入 令和元年12月13日 物品買入 87,500 株式会社オフィスアトムズ 令和元年12月25日



平成31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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契約金額
（税抜）円

契約の相手方 決定日

31-1-1 津波避難ビル備蓄用飲料水　買入 令和2年1月17日 物品買入 198,240 株式会社ミヨシ 令和2年1月29日

31-1-2 地域における減災推進事業用アルファ化米　買入 令和2年1月17日 物品買入 161,875 株式会社ミヨシ 令和2年1月29日

31-1-3 地域安全対策事業用「安全マップ付下敷き」印刷 令和2年1月17日 印刷請負 161,364 アート印刷株式会社 令和2年1月29日

31-1-4 生活支援担当業務用プリンタートナーカートリッジ　買入 令和2年1月17日 物品買入 184,600 株式会社オフィスアトムズ 令和2年1月29日

31-1-5 生活支援担当業務用液状のりほか１３点　買入 令和2年1月17日 物品買入 62,454 株式会社カナガワ 令和2年1月29日

31-1-6 保育事務用ホルダーケースほか19点　買入 令和2年1月17日 物品買入 61,103 株式会社カナガワ 令和2年1月29日

31-1-7 保険年金担当事務用油性マーカーほか9点　買入 令和2年1月17日 物品買入 56,317 株式会社シービジョン 令和2年1月29日

31-1-8 種から育てる地域のはなづくり支援事業用育苗培土外３点買入 令和2年1月17日 物品買入 66,600 丸石園芸株式会社 令和2年1月29日

31-1-9 保健福祉業務用油性ボールペンほか６点 買入 令和2年1月17日 物品買入

31-1-10 在宅医療・介護連携推進事業用リーフレットの編集および印刷業務 令和2年1月17日 印刷請負 48,000 アート印刷株式会社 令和2年1月29日

31-1-11 総務課事務用名札ほか４点　買入 令和2年1月17日 物品買入 28,200 石元商事株式会社 令和2年1月29日

31-1-12 庁舎管理用ABC消火器ほか５点　買入 令和2年1月17日 物品買入 182,500 キンパイ商事株式会社 令和2年1月29日

31-1-13 選挙啓発用トナーカートリッジ外３点　買入 令和2年1月17日 物品買入 42,100 ダイトク商事 令和2年1月29日

31-1-14 選挙事務用ドラムカートリッジ外１点　買入 令和2年1月17日 物品買入 65,200 株式会社オフィスアトムズ 令和2年1月29日

31-1-15 選挙啓発用デジタルカメラ　買入 令和2年1月17日 物品買入 35,899 株式会社ＮＴＳ 令和2年1月29日

31-1-16 地域安全事業用カラーレーザープリンター他2点　買入 令和2年1月17日 物品買入 126,460 株式会社シービジョン 令和2年1月29日

31-1-17 庁舎内キッズスペース用レザーベンチほか１点　買入 令和2年1月17日 物品買入 160,200 株式会社シービジョン 令和2年1月24日

案件中止（仕様書誤り）



平成31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
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31-2-1 区役所事務用シュレッダー買入 令和2年2月14日 物品買入 128,800 関西文具株式会社 令和2年2月25日

31-2-2 総務課事務用　ＦＡＸ用トナーカートリッジほか２点　買入 令和2年2月14日 物品買入 36,684 ニュー関西パーツ合同会社 令和2年2月25日

31-2-3 保健福祉センター事業用カラー用紙他３０点　買入 令和2年2月14日 物品買入 59,725 株式会社シービジョン 令和2年2月25日

31-2-4 国民健康保険事務用　油性ボールペンほか４点　買入 令和2年2月14日 物品買入 9,486 株式会社カナガワ 令和2年2月25日

31-2-5 淀川区地域防災リーダー用ゴム半長靴ほか１点　買入 令和2年2月14日 物品買入 268,800 宝永株式会社 令和2年2月25日

31-2-6 地域健康講座用カラー用紙　ほか26点　買入 令和2年2月14日 物品買入 40,180 関西文具株式会社 令和2年2月25日

31-2-7 人権啓発推進事業用情報モラル教育関係映像教材外１点の買入 令和2年2月14日 物品買入 116,364 株式会社森本教材 令和2年2月25日

31-2-8 保育業務用携帯型音声対応翻訳機　買入 令和2年2月14日 物品買入 41,040 株式会社コジマ 令和2年2月25日

31-2-9 生活支援担当業務用レターケース　買入 令和2年2月14日 物品買入 32,000 株式会社カナガワ 令和2年2月25日

31-2-10 生活支援担当業務用つづりひもほか４点　買入 令和2年2月14日 物品買入 24,450 株式会社カナガワ 令和2年2月25日

31-2-11 特定健診受診勧奨事務用カラープリンターほか1点　買入 令和2年2月14日 物品買入 38,900 株式会社シービジョン 令和2年2月25日

31-2-12 特定健診受診啓発用ポータブルブルーレイプレーヤー　買入 令和2年2月14日 物品買入 25,400 関西文具株式会社 令和2年2月25日

31-2-13 保険年金業務用ロール紙ほか1点 買入 令和2年2月14日 物品買入 51,340 株式会社カナガワ 令和2年2月25日

31-2-14 子育て支援事業用自転車買入 令和2年2月14日 物品買入 73,400 株式会社籠保 令和2年2月25日

31-2-15 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２点 買入 令和2年2月14日 物品買入 27,450 株式会社カナガワ 令和2年2月25日

31-2-16 新たな地域コミュニティ支援事業用カラーコピー用紙 買入 令和2年2月14日 物品買入 8,412 株式会社カナガワ 令和2年2月25日

31-2-17 種から育てる地域の花づくり支援事業種外９点買入 令和2年2月14日 物品買入 55,000 丸石園芸株式会社 令和2年2月25日

31-2-18 市民協働事務用ペーパーカッター替刃ほか４点　買入 令和2年2月14日 物品買入 12,912 株式会社カナガワ 令和2年2月25日

31-2-19 市民協働事務用ＦＡＸトナーカートリッジ　買入 令和2年2月14日 物品買入 17,355 株式会社カナガワ 令和2年2月25日

31-2-20 地域における減災推進事業用　ＵＳＢ付きＯＡタップほか２点　買入 令和2年2月14日 物品買入

31-2-21 地域における減災推進事業用　淀川区防災ＬＩＮＥ案内文の印刷 令和2年2月14日 印刷請負 21,000 しんこう印刷株式会社 令和2年2月25日

31-2-22 子育て支援事業用ジョイントマット　買入 令和2年2月14日 物品買入

31-2-23 区役所庁舎用ダストボックスほか４点買入 令和2年2月14日 物品買入 202,800 株式会社籠保 令和2年2月25日

31-2-24 令和２年度淀川区役所宿直用寝具借入 令和2年2月14日 物品借入 152,800 株式会社白光 令和2年2月25日

不調（応札なし）

不調（予定価格超過）


