
入札案件情報（２月２２日 公告）

部局名 案件名称 入札方法 種目コード

1 総務部 大阪府咲洲庁舎ガラス面等清掃（ゴンドラ使用等）業務 電子
庁舎清掃(001) 又は その他
清掃(004)

2 総務部
大阪府本庁舎一般廃棄物収集運搬業務及び産業廃棄物（廃プラスチック類）
収集運搬処理業務（単価契約）

電子

○単体企業で参加する者
一般廃棄物（収集・運搬）
(059) 、
産業廃棄物（収集・運搬）
(061) 及び
産業廃棄物（処分）(062)

○業務の提携をしている二
つの企業で参加する者
一般廃棄物（収集・運搬）
(059) 及び
産業廃棄物（収集・運搬）
(061) 、
又は産業廃棄物（処分）(062)

ただし、業務提携によりそれ
ぞれ担当する業務に応じた
登録をされていること。

3 総務部
大阪府咲洲庁舎一般廃棄物収集運搬業務及び産業廃棄物（廃プラスチック
類）収集運搬処理業務（単価契約）

電子

○単体企業で参加する者
一般廃棄物（収集・運搬）
(059) 、
産業廃棄物（収集・運搬）
(061) 及び
産業廃棄物（処分）(062)

○業務の提携をしている二
つの企業で参加する者
一般廃棄物（収集・運搬）
(059) 及び
産業廃棄物（収集・運搬）
(061) 、
又は産業廃棄物（処分）(062)

ただし、業務提携によりそれ
ぞれ担当する業務に応じた
登録をされていること。
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4 財務部 自動車税（種別割）減額・還付充当通知書等の封入封かん業務（単価契約） 電子 梱包作業(099)

5 財務部 法人申告書等の印刷及び封入封かん業務（単価契約） 電子
デザイン企画印刷(115) 及び
情報処理サービス(145) 及び
梱包作業(099)

6 財務部 府税に係る還付充当通知書等の印刷及び封入封かん業務（単価契約） 電子
デザイン企画印刷(115) 及び
情報処理サービス(145) 及び
梱包作業(099)

7 財務部 個人事業税口座振替関係はがき作成等業務（単価契約） 電子
デザイン企画印刷(115) 及び
その他情報処理(147)

8 福祉部
令和４年度生活保護法に基づく被保護者健康管理支援事業の保健指導等に
係る業務

電子 各種施策研究・調査(185)

9 福祉部 なにわプラット入所児童衣類等洗濯業務 電子

その他清掃(004) 又は その
他クリーニング(154) 又は 各
種施策執行・検査・運営等補
助(192)

10 福祉部 大阪府東大阪子ども家庭センター庁舎清掃業務 電子 庁舎清掃(001)

11 環境農林水産部 堺第７‐３区環境調査（０４）業務 電子
計量証明事業に係る調査・
検査(130)

12 環境農林水産部 令和４年度廃棄物等の検査分析業務（単価契約） 電子
計量証明事業に係る調査・
検査(130)

13 環境農林水産部 令和４年度微小粒子状物質成分分析試料採取業務 電子
計量証明事業に係る調査・
検査(130)

14 都市整備部 令和４年度 建設資材価格等調査業務（単価契約） 電子 その他情報処理(147)
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15 都市整備部 大阪府道路賠償責任保険契約 電子 損害保険(188)

16 都市整備部 大泉緑地外 未利用地等管理業務（単価契約）（Ｒ４ 鳳土木事務所） 電子
土木施設維持管理業務(041)
又は 草地管理(050)

17 都市整備部
主要地方道 大阪臨海線外 街路樹等管理業務（その１）（Ｒ４ 鳳土木事務
所）

電子 樹木管理(051)

18 都市整備部
主要地方道 富田林泉大津線外 街路樹等管理業務（その５）（Ｒ４ 鳳土木事
務所）

電子 樹木管理(051)

19 都市整備部
主要地方道 大阪臨海線外 街路樹等管理業務（その２）（Ｒ４ 鳳土木事務
所）

電子 樹木管理(051)

20 都市整備部 一般国道 １７０号外 街路樹等管理業務（その４）（Ｒ４ 鳳土木事務所） 電子 樹木管理(051)

21 都市整備部
主要地方道 泉大津美原線 街路樹等管理業務（その３）（Ｒ４ 鳳土木事務
所）

電子 樹木管理(051)

22 都市整備部
一般国道 １７０号外 道路除草等管理業務（単価契約）（Ｒ４ 岸和田土木事
務所）

電子
土木施設維持管理業務(041)
又は 草地管理(050)

23 都市整備部
二級河川 男里川外 河川及び道路除草等管理業務（単価契約）（Ｒ４ 岸和
田土木事務所）

電子
土木施設維持管理業務(041)
又は 草地管理(050)

24 都市整備部
二級河川 牛滝川外 河川除草等管理業務（単価契約）（Ｒ４ 岸和田土木事
務所）

電子
土木施設維持管理業務(041)
又は 草地管理(050)

25 都市整備部
一般国道 １７０号外 街路樹等管理業務（単価契約）（Ｒ４ 岸和田土木事務
所）

電子 樹木管理(051)
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26 都市整備部
一般国道 ４８１号外 街路樹等管理業務（単価契約）（Ｒ４ 岸和田土木事務
所）

電子 樹木管理(051)

27 都市整備部 一級河川 寝屋川 排水樋門樋管点検整備業務 電子 水門等施設保守点検(083)

28 都市整備部 一級河川 平野川外 底質調査業務（Ｒ４） 電子
計量証明事業に係る調査・
検査(130)

29 都市整備部 淀川左岸流域下水道 渚水みらいセンター外 除草業務 電子
土木施設維持管理業務(041)
又は 草地管理(050)

30 大阪港湾局 深日港外 埠頭維持業務 電子
土木施設維持管理業務(041)
及び 産業廃棄物（収集・運
搬）(061)

31 大阪港湾局 堺泉北港 上屋防潮鉄扉点検整備業務 電子 水門等施設保守点検(083)

32 大阪港湾局 泉州海岸 樋門・門扉等点検整備業務 電子 水門等施設保守点検(083)

33 大阪港湾局 泉州海岸 水門等点検整備業務 電子 水門等施設保守点検(083)

34 大阪港湾局 阪南港 忠岡地区外 底質調査業務 電子
計量証明事業に係る調査・
検査(130)

35 議会事務局
大阪府議会議員控室における秘書業務に従事する労働者派遣契約（単価契
約）

電子 人材派遣(172)

36 教育庁（教育委員会事務局） 大阪府立北野高等学校ほか７０校の構内電話交換機設備保守点検業務 電子 電話交換機(021)
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37 教育庁（教育委員会事務局） 大阪府立清水谷高等学校ほか７０校の構内電話交換機設備保守点検業務 電子 電話交換機(021)

38 大阪府警察本部
大阪府警察における事件事故関係車両、公用車両及び違法駐車車両移動業
務（第１ブロック）（単価契約）

電子 その他運行代行(098)

39 大阪府警察本部
大阪府警察における事件事故関係車両、公用車両及び違法駐車車両移動業
務（第２ブロック）（単価契約）

電子 その他運行代行(098)

40 大阪府警察本部
大阪府警察における事件事故関係車両、公用車両及び違法駐車車両移動業
務（第３ブロック）（単価契約）

電子 その他運行代行(098)

41 大阪府警察本部
大阪府警察における事件事故関係車両、公用車両及び違法駐車車両移動業
務（第４ブロック）（単価契約）

電子 その他運行代行(098)

42 大阪府警察本部
大阪府警察における事件事故関係車両、公用車両及び違法駐車車両移動業
務（第５ブロック）（単価契約）

電子 その他運行代行(098)

43 大阪府警察本部
大阪府警察における事件事故関係車両、公用車両及び違法駐車車両移動業
務（第６ブロック）（単価契約）

電子 その他運行代行(098)

44 大阪府警察本部
大阪府警察における事件事故関係車両、公用車両及び違法駐車車両移動業
務（第７ブロック）（単価契約）

電子 その他運行代行(098)

45 大阪府警察本部 大阪府大淀警察署ほか２０箇所自家用電気工作物保安管理業務 電子
自家用電気工作物保安管理
(006)

46 大阪府警察本部 大阪府大正警察署ほか１２箇所自家用電気工作物保安管理業務 電子
自家用電気工作物保安管理
(006)

47 大阪府警察本部 大阪府西淀川警察署ほか１３箇所自家用電気工作物保安管理業務 電子
自家用電気工作物保安管理
(006)
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48 大阪府警察本部 大阪府羽曳野警察署ほか１５箇所自家用電気工作物保安管理業務 電子
自家用電気工作物保安管理
(006)

49 大阪府警察本部 大阪府堺警察署ほか１９箇所自家用電気工作物保安管理業務 電子
自家用電気工作物保安管理
(006)


