
29-4-101 淀川区広報板の移設業務委託 平成29年4月14日

29-5-101
医療機関と連携した精神障がい者の就労支援セミナー
にかかる手話通訳業務　委託

平成29年5月12日 委託 21,520 西都速記株式会社 平成29年5月24日

29-5-102 平成29年度淀川区区政会議 会議録作成業務委託 平成29年5月12日 委託 13,900 神戸綜合速記株式会社 平成29年5月24日

29-5-103
平成29年度淀川区区政会議部会録音データ反訳業務
委託

平成29年5月12日

29-5-104
大阪市淀川区学校案内（小・中学校共通）冊子の作成業
務委託

平成29年5月25日 委託 448,000 株式会社ミラテック 平成29年6月5日

29-6-101
平成29年度淀川区役所庁舎シャッター設備保守点検業
務

平成29年6月9日 委託 71,500
株式会社LIXIL鈴木
シャッター

平成29年6月20日

29-6-102 淀川区広報板の移設業務委託 平成29年6月9日 委託 116,000 株式会社フロムワン 平成29年6月20日

29-6-103
平成29年度淀川区区政会議部会録音データ反訳業務
委託（その２）

平成29年6月9日 委託 7,200 神戸綜合速記株式会社 平成29年6月20日

29-7-101
淀川区役所産業廃棄物収集・運搬および処分業務（臨
時分）委託

平成29年7月14日 委託 270,000 山田衛生株式会社 平成29年7月26日

29-9-101
淀川区役所庁舎トイレ換気扇および吸込グリル清掃業務
委託

平29年9月8日 委託 32,490 サンヨー株式会社 平成29年9月20日

29-9-102
淀川区役所産業廃棄物収集・運搬および処分業務（鉛
蓄電池）委託

平29年9月8日 委託 456,200 大東衛生株式会社 平成29年9月20日

29-9-103 淀川区役所庁舎自動扉設備修繕業務　委託 平29年9月8日

29-9-104
平成29年度淀川区地域自立支援協議会研修にかかる
手話通訳業務　委託

平29年9月8日

29-9-105 乳がん予防講演会にかかる手話通訳業務　委託 平29年9月8日

29-9-106
平成29年度淀川区区政会議（全体会議・部会） 会議録
作成業務委託

平29年9月8日 委託 14,800 神戸綜合速記株式会社 平成29年9月20日

29-9-107
平成29年度淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務（単価
契約）

平成29年9月22日 委託 23.5円 有限会社エコサービス 平成29年9月29日

29-9-108 淀川区役所庁舎自動扉設備修繕業務（その２） 平成29年9月22日 委託 772,000 イオンディライト株式会社 平成29年9月29日

29-10-101
衆議院議員総選挙における投開票所への資材搬入・設
営・撤収業務

平成29年10月3日 委託 777,000
インターナショナルエクス
プレス株式会社

平成29年10月10日

29-10-102 就職のための準備セミナーにかかる手話通訳業務 平成29年10月13日

29-11-101 成人の日記念のつどい事業にかかる警備業務 平成29年11月10日 委託 48,000
株式会社クローバー・アド
ヴァンス

平成29年11月22日

29-11-102 成人の日記念のつどい事業にかかる手話通訳業務 平成29年11月10日 委託 10,600 西都速記株式会社 平成29年11月22日

29-11-103 成人の日記念のつどい事業にかかる物品運搬業務 平成29年11月10日 委託 30,000
インターナショナルエクス
プレス株式会社

平成29年11月22日

29-12-101
平成29年度淀川区人権啓発推進事業　人権学習講座
（2月開催）にかかる手話通訳業務

平成29年12月8日 委託 14,000
一般財団法人　大阪市身
体障害者団体協議会

平成29年12月19日

29-12-102 選挙マスコットセンキョン着ぐるみ修繕業務 平成29年12月8日 委託 52,000 株式会社フォーカス 平成29年12月19日

契約金額
（税抜）円

契約の相手方 決定日

不調（価格超過）

不調（価格超過）

不調

応札なし
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30-1-101
淀川区在宅医療・介護リーフレット企画編集及び印刷業
務

平成30年1月12日 委託 79,000 株式会社ミラテック 平成30年1月23日

30-1-102 もと淀川区役所跡地隣接駐輪場土壌地歴調査業務 平成30年1月12日 委託 410,000 株式会社グリーンエコ 平成30年1月23日

30-1-103 淀川区役所庁舎シャッター設備修繕業務 平成30年1月12日 委託 52,200
株式会社LIXIL鈴木
シャッター

平成30年1月23日

30-1-104 淀川区役所庁舎薬液注入ポンプ交換業務 平成30年1月12日 委託 195,000 日本ビルコン株式会社 平成30年1月23日

30-2-101

平成30年度淀川区役所広報誌点訳業務及び広報誌点
字版製作・発送業務委託（概算契約）（平成30年５月号
～平成31年４月号）

平成30年2月9日 委託 441,900 有限会社リブート 平成30年2月22日

30-2-102
淀川区がん検診・特定健診医療機関マップの企画編集
業務委託

平成30年2月9日 委託 37,300 株式会社ミラテック 平成30年2月22日

30-2-103
淀川区在宅医療・介護支援マップ（改訂版）企画編集及
び印刷業務委託

平成30年2月9日 委託 411,400 株式会社ミラテック 平成30年2月22日

30-2-104 在宅医療・介護講演会にかかる手話通訳業務委託 平成30年2月9日 委託 15,120
一般財団法人　大阪市身
体障害者団体協議会

平成30年2月22日

30-2-105
平成30年度大阪市淀川区保健福祉センター事業用白
衣等洗濯業務委託 (概算契約)

平成30年2月9日 委託 149,800 キンキ寝具株式会社 平成30年2月22日

30-2-106
淀川区校庭等の芝生化事業　維持管理技術指導業務
委託

平成30年2月9日 委託 287,000 松山造園株式会社 平成30年2月22日

30-2-107 淀川区役所庁舎避難誘導灯撤去業務委託 平成30年2月9日

30-3-101
平成30年度淀川区役所庁舎自動扉設備保守点検業務
委託

平成30年3月5日 委託 140,000 イオンディライト株式会社 平成30年3月13日

30-3-102
平成３０年度淀川区役所庁舎シャッター設備保守点検業
務委託

平成30年3月5日 委託 120,000 イオンディライト株式会社 平成30年3月13日

30-3-103
平成30年度淀川区役所庁舎給排水衛生設備維持管理
業務委託

平成30年3月5日 委託 508,000 イオンディライト株式会社 平成30年3月13日

30-3-104
平成30年度淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務委託
（単価契約）

平成30年3月5日 委託 18 株式会社川崎環境 平成30年3月13日

30-3-105
平成30年度淀川区役所産業廃棄物収集運搬・処分業務
委託（概算契約）

平成30年3月5日

30-3-106
平成30年度淀川区役所産業廃棄物収集運搬・処分業務
委託（概算契約）

平成30年3月16日

30-3-107 淀川区役所庁舎避難誘導灯撤去業務委託 平成30年3月16日 委託 40,000 株式会社エリアテック 平成30年3月26日

不調（価格超過）

中止

応札なし


