
納品時期

（総価契約）

トナーカートリッジほか１５件の購入 ＯＡ機器・用品 総価契約 ４月上旬 H29年6月 ～ 府警本部 総務部 会計課

Ｘ線関係機器(小動物用X線撮影装置ほか
１件）の購入

医療用機器 総価契約 ４月上旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

プレハブ冷凍庫の購入 業務用厨房機器 総価契約 ４月上旬 H29年7月 環境農林水産部 動物愛護畜産課

事務机他２件の購入 家具 総価契約 ４月上旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

書籍戸棚他７件の購入 家具 総価契約 ４月上旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

ロッカー他２件の購入 家具 総価契約 ４月上旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

ハンドホールの購入に係る単価契約 金属類 単価契約 ４月中旬 契約締結日 ～ 2018/3/31 府警本部 総務部 会計課

平成２９年度における文書管理台帳（収受
用）ほか３５０件の印刷に係る単価契約

活平版 単価契約 ４月中旬 契約締結日 ～ 2018/3/31 府警本部 総務部 会計課

平成２９年度における回転椅子（肘付き・
ローバック）の購入に係る単価契約

家具 単価契約 ４月中旬 契約締結日 ～ 2018/3/31 府警本部 総務部 会計課

（単価契約）

総価契約・
単価契約の

別

契約予定期間

部 課公告予定

日　　　　　　　　程

                 H２９年度　入札予定案件　（物品の購入）

発　　注　　案　　件 発　　　注　　　担　　　当

案　　件　　名　　称 契約種目
本庁室
事務所・

局
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日　　　　　　　　程発　　注　　案　　件 発　　　注　　　担　　　当

案　　件　　名　　称 契約種目
本庁室
事務所・

局

平成２９年度における回転椅子（肘なし・
ローバック）の購入に係る単価契約

家具 単価契約 ４月中旬 契約締結日 ～ 2018/3/31 府警本部 総務部 会計課

PPC用紙（A4　2500枚入)の購入 用紙 総価契約 ４月下旬 H29年6月 ～ 教育庁 学校総務サービス課

交通切符（大阪即決用）ほか４件の印刷 活平版 総価契約 ４月中旬 H29年6月 ～ 府警本部 総務部 会計課

浮遊粒子状物質自動測定機の購入 理化学機器 総価契約 ４月中旬 H29年8月 ～ 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

救急訓練用資機材（セーブマン）の購入 医療用機器 総価契約 ４月中旬 H29年8月 ～ 政策企画部 消防学校

臨床生化学分析装置の購入 理化学機器 総価契約 ４月中旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

自動血球分析装置の購入 理化学機器 総価契約 ４月中旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

ポータブル超音波診断装置の購入 医療用機器 総価契約 ４月中旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

作業台（ステンレス製）他２件の購入 理化学機器 総価契約 ４月中旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

ステンレス製薬品保管庫他１件の購入 理化学機器 総価契約 ４月中旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課
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事務所・

局

顕微鏡他２件の購入 理化学機器 総価契約 ４月中旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

薬用保冷庫他２件の購入 理化学機器 総価契約 ４月中旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

医療用手洗い装置の購入 医療用機器 総価契約 ４月中旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

実験台他１件の購入 理化学機器 総価契約 ４月中旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

器具・食器消毒乾燥保管庫の購入 業務用厨房機器 総価契約 ４月中旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

ミーティングチェアーの購入 家具 総価契約 ４月中旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

プロセスカートリッジ　LB318B（汎用品）の
購入

ＯＡ機器・用品 総価契約 ４月下旬 Ｈ29年7月 ～ 財務部 税務局 税政課

投入ポンプ用ステータの購入 産業用機器 総価契約 ４月下旬 Ｈ29年9月 ～ 都市整備部 南部流域下水道事務所

モバイルプリンタ用インクカートリッジの購
入

ＯＡ機器・用品 総価契約 ４月下旬 H29年7月 ～ 府警本部 総務部 会計課

駐車取締用車の購入 自動車販売 総価契約 ４月下旬 H29年9月 ～ 府警本部 総務部 装備課
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納品時期

（総価契約） （単価契約）

総価契約・
単価契約の
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部 課公告予定
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案　　件　　名　　称 契約種目
本庁室
事務所・

局

電子地図データベース（ライセンス）の購入 ＯＡ機器・用品 総価契約 ４月下旬 H29年8月 ～ 府警本部 総務部 会計課

芝生走行作業車両の購入 自動車販売 総価契約 ５月上旬 H29年7月 ～ 府民文化部 万博記念公園事務所

空気呼吸器（ドレーゲル）の購入 消防・防災用品 総価契約 ５月上旬 H29年9月 ～ 政策企画部 消防学校 総務課

猫用２段ケージ他１件の購入 日用品類 総価契約 ５月上旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

オートクレーブの購入 理化学機器 総価契約 ５月中旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

台下冷蔵庫の購入 業務用厨房機器 総価契約 ５月中旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

大阪府立学校における蛍光灯の購入 家庭用電気機器 総価契約 ５月中旬 H29年8月 ～ 教育庁 施設財務課

インクカートリッジ４件の購入 ＯＡ機器・用品 総価契約 ５月中旬 H29年8月 ～ 府警本部 総務部 会計課

長靴用殺菌庫の購入 理化学機器 総価契約 ７月上旬 H29年7月 ～ 環境農林水産部 動物愛護畜産課

近接排気騒音測定器の購入 理化学機器 総価契約 ５月中旬 Ｈ29年11月 ～ 府警本部 総務部 装備課
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納品時期

（総価契約） （単価契約）

総価契約・
単価契約の
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契約予定期間
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案　　件　　名　　称 契約種目
本庁室
事務所・

局

自動車用ワックス（白）外１０品目の購入 自動車用品 総価契約 ５月中旬 H29年7月 ～ 府警本部 総務部 装備課

交通事故処理車（小型仕様）の購入 自動車販売 総価契約 ５月中旬 H29年10月 ～ 府警本部 総務部 装備課

クライアントシステム一式の購入 ＯＡ機器・用品 総価契約 ５月中旬 H29年8月 ～ 商工労働部 南大阪高等職業技術専門校

ノートパソコン等の購入 ＯＡ機器・用品 総価契約 ５月中旬 H29年8月 ～ 商工労働部 東大阪高等職業技術専門校

青バイ（緊急仕様）の購入 自動車販売 総価契約 ５月下旬 H30年2月 ～ 府警本部 総務部 装備課

ズック靴ほかの購入 服類 総価契約 ５月下旬 H29年8月 ～ 総務部 人事局 総務サービス課

白衣類の購入 服類 総価契約 ５月下旬 H29年8月 ～ 教育庁 教職員室 福利課

作業服類の購入 服類 総価契約 ５月下旬 H29年8月 ～ 教育庁 教職員室 福利課

トレーニングウエア類の購入 服類 総価契約 ５月下旬 H29年8月 ～ 教育庁 教職員室 福利課

くつ類の購入 服類 総価契約 ５月下旬 H29年8月 ～ 教育庁 教職員室 福利課
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納品時期

（総価契約） （単価契約）

総価契約・
単価契約の
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案　　件　　名　　称 契約種目
本庁室
事務所・

局

就業構造基本調査記入者報償品の購入 日用品類 総価契約 ５月下旬 H29年8月 ～ 総務部 統計課

感染症防護服セットの購入 服類 総価契約 ５月下旬 Ｈ29年9月 ～ 健康医療部 保健医療室 医療対策課

非常用毛布の購入 消防・防災用品 総価契約 ５月下旬 Ｈ30年3月 ～ 政策企画部 危機管理室 災害対策課

政策企画部 危機管理室 災害対策課

府警本部 総務部 会計課

府税事務所等の業務に用いる管理事務関
連諸用紙の購入

用紙 総価契約 ６月上旬 H29年9月 ～ 財務部 税務局 徴税対策課

循環ポンプの購入 産業用機器 総価契約 ６月上旬 H29年11月 ～ 都市整備部 南部流域下水道事務所

揚砂ポンプの購入 産業用機器 総価契約 ６月上旬 H29年11月 ～ 都市整備部 南部流域下水道事務所

水中撹拌機（ミキサー）の購入 産業用機器 総価契約 ６月上旬 Ｈ29年11月 ～ 都市整備部 南部流域下水道事務所

冷暖房機の購入 家庭用電気機器 総価契約 ６月上旬 H29年8月 ～ 府警本部 総務部 会計課

自動車保管場所証明申請書ほか９件の印
刷

活平版 総価契約 ６月上旬 H29年8月 ～ 府警本部 総務部 会計課

Ｈ30年3月総価契約食糧品非常用備蓄食の購入 ５月下旬 ～
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納品時期

（総価契約） （単価契約）

総価契約・
単価契約の

別

契約予定期間

部 課公告予定

日　　　　　　　　程発　　注　　案　　件 発　　　注　　　担　　　当

案　　件　　名　　称 契約種目
本庁室
事務所・

局

遺体保存用冷蔵庫の購入 医療用機器 総価契約 ６月上旬 H29年10月 ～ 府警本部 総務部 会計課

原動機付自転車（地域活動用）の購入 自動車販売 総価契約 ６月上旬 H29年11月 ～ 府警本部 総務部 装備課

普通旋盤の購入 産業用機器 総価契約 ６月上旬 H29年8月 ～ 商工労働部 北大阪高等職業技術専門校

冬服上着Aほかの購入 服類 総価契約 ６月上旬 H29年9月 ～ 総務部 人事局 総務サービス課

自動採水器の購入 理化学機器 総価契約 ６月上旬 H29年9月 ～ 都市整備部 北部流域下水道事務所

「こころの再生」府民運動啓発用マグネット
クリップの購入

事務用品・機器 総価契約 ７月上旬 H29年10月 ～ 教育庁 教育総務企画課

法人府民税・法人事業税・地方法人特別税
に係る帳票の印刷

フォーム印刷 総価契約 ７月上旬 Ｈ29年10月 ～ 財務部 税務局 徴税対策課

昆虫成長制御剤（ＩＧＲ剤）発泡錠の購入 工業薬品 総価契約 ７月上旬 Ｈ29年9月 ～ 都市整備部 寝屋川水系改修工営所

天満警察署移転に伴う家具類70件の購入 家具 総価契約 ７月上旬 H29年10月 ～ 府警本部 総務部 会計課

インクタンク（ブラック）ほか２３件の購入 ＯＡ機器・用品 総価契約 ７月上旬 H29年10月 ～ 府警本部 総務部 会計課
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（総価契約） （単価契約）

総価契約・
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案　　件　　名　　称 契約種目
本庁室
事務所・

局

３段変速自転車の購入 自転車・雑車 総価契約 ７月上旬 H29年12月 ～ 府警本部 総務部 会計課

カラープリントパックほか１件の購入 写真 総価契約 ７月上旬 H29年9月 ～ 府警本部 総務部 会計課

DVR(デジタルビデオレコーダー)の購入 ＯＡ機器・用品 総価契約 ７月上旬 H29年10月 ～ 府警本部 総務部 会計課

信号機模型セットの購入 模型 総価契約 ７月上旬 H29年12月 ～ 府警本部 総務部 会計課

取調べ録音・録画装置（設置型）の購入 ＯＡ機器・用品 総価契約 ７月上旬 H29年12月 ～ 府警本部 総務部 会計課

取調べ録音・録画装置（小型可搬型）の購
入

ＯＡ機器・用品 総価契約 ７月上旬 H29年12月 ～ 府警本部 総務部 会計課

デジタルコンパクトカメラセットほかの購入 写真 総価契約 ７月上旬 Ｈ29年10月 ～ 府警本部 総務部 装備課

業務連絡用車の購入 自動車販売 総価契約 ７月上旬 H30年1月 ～ 府警本部 総務部 装備課

自動陽圧型空気呼吸器の購入 消防・防災用品 総価契約 ７月上旬 H29年12月 ～ 政策企画部 危機管理室 防災企画課

防毒マスクの購入 消防・防災用品 総価契約 ７月上旬 H29年12月 ～ 政策企画部 危機管理室 防災企画課
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納品時期

（総価契約） （単価契約）
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本庁室
事務所・

局

防毒マスク用吸収缶の購入 消防・防災用品 総価契約 ７月上旬 H29年12月 ～ 政策企画部 危機管理室 防災企画課

トランシーバー用騒音対策イヤホンマイク
の購入

消防・防災用品 総価契約 ７月上旬 H29年12月 ～ 政策企画部 危機管理室 防災企画課

広報車（緊急車両架装）の購入 自動車販売 総価契約 ７月上旬 H30年2月 ～ 政策企画部 危機管理室 防災企画課

除染シャワーテントの購入 消防・防災用品 総価契約 ７月上旬 H29年12月 ～ 政策企画部 危機管理室 防災企画課

可搬型モニタリングポストの購入 理化学機器 総価契約 ７月上旬 H29年12月 ～ 政策企画部 危機管理室 防災企画課

啓発資材作成の印刷 活平版 総価契約 ７月上旬 H29年9月 ～ 健康医療部 保健医療室 健康づくり課

コークスの購入に係る単価契約 石油類 単価契約 ７月上旬 2017/11/1 ～ 2018/3/31 都市整備部 北部流域下水道事務所

政策企画部 危機管理室 災害対策課

府警本部 総務部 会計課

トイレットペーパーの購入 日用品類 総価契約 ８月上旬 Ｈ30年1月 ～ 政策企画部 危機管理室 災害対策課

紙おむつ（乳幼児用・成人用）の購入 日用品類 総価契約 ８月上旬 Ｈ30年1月 ～ 政策企画部 危機管理室 災害対策課

非常用備蓄食用飲料水の購入 食糧品 総価契約 ７月中旬 Ｈ30年3月 ～
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納品時期

（総価契約） （単価契約）

総価契約・
単価契約の

別

契約予定期間

部 課公告予定

日　　　　　　　　程発　　注　　案　　件 発　　　注　　　担　　　当

案　　件　　名　　称 契約種目
本庁室
事務所・

局

アルカリ乾電池単１ほか４件の購入 家庭用電気機器 総価契約 ８月上旬 H29年11月 ～ 府警本部 総務部 会計課

道徳教育推進事業実践事例集(冊子)の印
刷

活平版 総価契約 ８月上旬 H29年12月 ～ 教育庁
市町村教育

室
小中学校課

青少年海洋センターＯＰディンギーヨット５艇
の購入

船舶 総価契約 ９月上旬 Ｈ30年1月 ～ 政策企画部
青少年・

地域安全室
青少年課

フラットファイル（Ａ４Ｓ、背幅１．５ｃｍ、灰
色）ほか１件の購入

事務用品・機器 総価契約 ９月上旬 H29年12月 ～ 府警本部 総務部 会計課

発炎筒の購入 自動車用品 総価契約 ９月上旬 H30年１月 ～ 府警本部 総務部 装備課

スタッドレスタイヤの購入に係る単価契約 自動車用品 単価契約 ９月上旬 2017/11/1 ～ 2018/3/31 府警本部 総務部 装備課

炭化水素自動測定機の購入 理化学機器 総価契約 ９月上旬 H30年1月 ～ 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

窒素酸化物自動測定機の購入 理化学機器 総価契約 ９月上旬 H30年1月 ～ 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

平成２９年度小売物価統計調査報告者報
償品の購入

贈答用品 総価契約 １０月上旬 H30年1月 ～ 総務部 統計課

平成２９年度における自動車運転免許証更
新時講習等に使用する教本の購入に係る
単価契約

図書 単価契約 １０月上旬
2018/3/15

（第一回納品）
2018/1/1 ～ 2019/3/31 府警本部 総務部 会計課
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納品時期

（総価契約） （単価契約）

総価契約・
単価契約の

別

契約予定期間

部 課公告予定

日　　　　　　　　程発　　注　　案　　件 発　　　注　　　担　　　当

案　　件　　名　　称 契約種目
本庁室
事務所・

局

モバイルプリンタ用インクカートリッジの購
入

ＯＡ機器・用品 総価契約 １０月中旬 H30年1月 ～ 府警本部 総務部 会計課

掛布団ほか１２件の購入 寝具 総価契約 １０月中旬 H30年2月 ～ 府警本部 総務部 会計課

大阪府立学校の教室用机及び椅子の購入 家具 総価契約 １０月下旬 H30年3月 ～ 教育庁 施設財務課

視覚検査装置の購入 医療用機器 総価契約 １０月下旬 H30年3月 ～ 府警本部 総務部 会計課

検査機器（オートクレープ他24件）の購入 理化学機器 総価契約 １１月下旬 H30年3月 ～ 健康医療部 健康医療総務課

ウィルス対策ソフト（平成３０年度ライセン
ス）の購入

ＯＡ機器・用品 総価契約 ２月上旬 H30年3月 ～ 府警本部 総務部 会計課
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