
平成30年3月31日現在

大阪府　総務部　契約局　総務委託物品課

納品時期

（総価契約）

ＰＰＣ用紙（Ａ４　２，５００枚入）の購入 用紙 総価契約 4月上旬 H30年7月 ～ 教育庁 学校総務サービス課

ユニハンドラーの購入 産業用機器 総価契約 4月中旬 H30年7月 ～ 都市整備部 南部流域下水道事務所

ＦＡＸ用感熱ロール紙の購入 ＯＡ機器・用品 総価契約 4月中旬 H30年７月 府警本部 総務部 会計課

高規格救急用ストレッチャーの購入 医療用機器 総価契約 4月中旬 H30年8月 ～ 政策企画部 消防学校

駐車取締用車の購入 自動車販売 総価契約 4月中旬 H30年10月 ～ 府警本部 総務部 装備課

空気呼吸器の購入 消防・防災用品 総価契約 4月中旬 H30年8月 ～ 政策企画部 消防学校

空気ボンベの購入 消防・防災用品 総価契約 4月中旬 H30年8月 ～ 政策企画部 消防学校

三連梯子の購入 消防・防災用品 総価契約 4月中旬 H30年8月 ～ 政策企画部 消防学校

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 Ｈ30年7月 ～ 財務部 税務局 税政課

インクカートリッジ６件の購入 ＯＡ機器・用品 総価契約 4月下旬 H30年7月 ～ 府警本部 総務部 会計課

投入ポンプ用ステータほか２件の購入 産業用機器 総価契約 5月上旬 Ｈ30年8月 ～ 都市整備部 南部流域下水道事務所

感染防止対策解剖台の購入 医療用機器 総価契約 5月中旬 H30年9月 ～ 健康医療部 監察医事務所

遺体保存冷蔵庫の購入 医療用機器 総価契約 5月中旬 H30年9月 ～ 健康医療部 監察医事務所

移動式バスケットゴールほか１件の購入 運動具 総価契約 5月中旬 H30年9月 ～ 教育庁 教育振興室 保健体育課

スタッキングチェアほか１件の購入 家具 総価契約 5月中旬 H30年9月 ～ 教育庁 教育振興室 保健体育課

災害備蓄用レトルトパウチ食品（米飯類）の
購入

消防・防災用品 総価契約 5月中旬 H30年3月 ～ 政策企画部 危機管理室 災害対策課

マグネットホワイトボードの購入 活平版 総価契約 5月下旬 H30年9月 ～ 教育庁 教育総務企画課

第二方面機動警ら隊庁舎改築に伴う家具
類の購入

家具 総価契約 5月下旬 H30年9月 ～ 府警本部 総務部 会計課

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月下旬 H30年8月 ～ 教育庁 施設財務課

水中ポンプの購入 産業用機器 総価契約 5月下旬 H31年1月 ～ 都市整備部 東部流域下水道事務所

交通事故処理車（小型仕様）の購入 自動車販売 総価契約 5月下旬 H30年11月 ～ 府警本部 総務部 装備課

青バイ（緊急仕様）の購入 自動車販売 総価契約 5月下旬 H31年2月 ～ 府警本部 総務部 装備課

契約予定期間

部 課・事務所公告予定

日　　　　　　　　程

                 H30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・

局
（単価契約）

総価契約・
単価契約の

別
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電源車の購入 自動車販売 総価契約 5月下旬 H31年2月 ～ 府警本部 総務部 装備課

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月下旬 H30年7月 ～ 府警本部 総務部 装備課

オイルフェンス及び
オイルフェンス巻取り機カバーの購入

消防・防災用品 総価契約 5月下旬 Ｈ30年8月 ～ 都市整備部 港湾局 堺泉北港湾事務所

住宅・土地統計調査
調査員安全対策用品（防犯ブザー）の購入

日用品類 総価契約 5月下旬 H30年7月 ～ 総務部 統計課

実験衣類の購入 服類 総価契約 5月下旬 H30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 H30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 H30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 H30年8月 ～ 教育庁 教職員室 福利課

ズック靴ほかの購入 服類 総価契約 5月下旬 H30年8月 ～ 総務部 人事局 総務サービス課

遺体保存用冷蔵庫の購入 医療用機器 総価契約 6月中旬 Ｈ30年10月 ～ 府警本部 総務部 会計課

円盤・ハンマー投げ用囲い購入 運動具 総価契約 6月中旬 H30年8月 ～ 府民文化部
日本万国博覧会記念公園事

務所

平野警察署移転に伴う家具類の購入 家具 総価契約 6月中旬 H30年10月 ～ 府警本部 総務部 会計課

カリキュラム・マネジメント調査研究事業に
係る手引きの印刷

活平版 総価契約 6月中旬
H30年9月
H31年1月

～ 教育庁
市町村教育

室
小中学校課

昆虫成長制御剤（ＩＧＲ剤）発泡錠の購入 工業薬品 総価契約 6月中旬 Ｈ30年9月 ～ 都市整備部 寝屋川水系改修工営所

循環ポンプの購入 産業用機器 総価契約 6月中旬 Ｈ30年11月 ～ 都市整備部 南部流域下水道事務所

３段変速自転車の購入 自転車・雑車 総価契約 6月中旬 H30年12月 ～ 府警本部 総務部 会計課

資機材搬送車（緊急車両架装）の購入 自動車販売 総価契約 6月中旬 H30年12月 ～ 政策企画部 危機管理室 防災企画課

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月中旬 H31年1月 ～ 府警本部 総務部 装備課

デジタルコンパクトカメラ（データ改ざん・消
去防止対応）ほかの購入

写真 総価契約 6月中旬 H30年10月 ～ 府警本部 総務部 装備課

放射能防護消火服の購入 消防・防災用品 総価契約 6月中旬 H30年12月 ～ 政策企画部 危機管理室 防災企画課

防毒マスク用吸収缶の購入 消防・防災用品 総価契約 6月中旬 H30年12月 ～ 政策企画部 危機管理室 防災企画課

エアーテントの購入 消防・防災用品 総価契約 6月中旬 H30年12月 ～ 政策企画部 危機管理室 防災企画課

冬作業上着Aほかの購入 服類 総価契約 6月中旬 H30年9月 ～ 総務部 人事局 総務サービス課

炭化水素計の購入 理化学機器 総価契約 6月中旬 平成30年10月 ～ 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課
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個人線量計（PDM-313）の購入 理化学機器 総価契約 6月中旬 H30年12月 ～ 政策企画部 危機管理室 防災企画課

個人線量計（PDM-222VC）の購入 理化学機器 総価契約 6月中旬 H30年12月 ～ 政策企画部 危機管理室 防災企画課

ハンドフットクロズモニタの購入 理化学機器 総価契約 6月中旬 H30年12月 ～ 政策企画部 危機管理室 防災企画課

騒音計の購入 理化学機器 総価契約 6月中旬 H30年10月 ～ 府警本部 総務部 装備課

壁掛け式超短焦点プロジェクター（電子黒
板機能付き）の購入

ＯＡ機器・用品 総価契約 6月下旬 H30年8月 ～ 教育庁 教育振興室 高校再編整備課

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 7月中旬 H30年12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月下旬 Ｈ30年10月 ～ 府警本部 総務部 会計課

業務連絡用車の購入 自動車販売 総価契約 7月下旬 H31年1月 ～ 府警本部 総務部 装備課

カラープリントパックの購入 写真 総価契約 7月下旬 H30年9月 ～ 府警本部 総務部 会計課

非常用備蓄食の購入 食糧品 総価契約 7月下旬 H31年3月 ～ 府警本部 総務部 会計課

個人防護具ガウンセットの購入 服類 総価契約 7月下旬 Ｈ30年11月 ～ 健康医療部 保健医療室 医療対策課

個人防護具グローブセットの購入 服類 総価契約 7月下旬 Ｈ30年11月 ～ 健康医療部 保健医療室 医療対策課

窒素酸化物計の購入 理化学機器 総価契約 7月下旬 H30年11月 ～ 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

高速冷却遠心機一式（食鳥検査用）の購入 理化学機器 総価契約 7月下旬 H30年9月 ～ 健康医療部 食の安全推進課

高速冷却遠心機一式（市場検査用）の購入 理化学機器 総価契約 7月下旬 H30年9月 ～ 健康医療部 食の安全推進課

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 8月中旬 H30年11月 ～ 府警本部 総務部 会計課

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月中旬 H30年12月 ～ 府警本部 総務部 会計課

フラットファイル（Ａ４Ｓ、背幅１．５ｃｍ）ほか
2件の購入

事務用品・機器 総価契約 8月中旬 H30年12月 ～ 府警本部 総務部 会計課

非常用飲料水の購入 食糧品 総価契約 8月中旬 H31年3月 ～ 府警本部 総務部 会計課

オキシダント計の購入 理化学機器 総価契約 8月中旬 H30年12月 ～ 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

普通旋盤の購入 産業用機器 総価契約 9月下旬 H31年2月 ～ 商工労働部 北大阪高等職業技術専門校

ＮＣ放電加工機の購入 産業用機器 総価契約 9月下旬 H31年2月 ～ 商工労働部 北大阪高等職業技術専門校

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月下旬 2018/11/1 ～ 2019/3/31 府警本部 総務部 装備課

カラーコーンほかの購入 道路標識 総価契約 9月下旬 H31年1月 ～ 府警本部 総務部 装備課
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凍結防止剤（塩化カルシウム）の購入に係
る単価契約

工業薬品 単価契約 10月中旬 2018/11/25 ～ 2019/3/31 都市整備部 茨木土木事務所

上方演芸資料館視聴覚機器の購入 視聴覚機器 総価契約 10月中旬 H31年3月 ～ 府民文化部
文化・スポー

ツ室
文化課

掛布団ほか１２件の購入 寝具 総価契約 10月中旬 H31年2月 ～ 府警本部 総務部 会計課

小売物価統計調査
記入者報償品の購入

贈答用品 総価契約 10月中旬 H31年1月 ～ 総務部 統計課

冷暖房機の購入 家庭用電気機器 総価契約 10月下旬 H31年2月 ～ 府警本部 総務部 会計課

平成３１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月下旬
H31年3月

（第一回納品）
2019/1/1 ～ 2020/3/31 府警本部 総務部 会計課

視覚検査装置の購入 医療用機器 総価契約 11月上旬 Ｈ31年3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 11月上旬 H31年3月 ～ 教育庁 施設財務課

発炎筒の購入 自動車用品 総価契約 11月上旬 H31年2月 ～ 府警本部 総務部 装備課

ウィルス対策ソフト（平成３１年度ライセン
ス）の購入

ＯＡ機器・用品 総価契約 １月下旬 H31年3月 ～ 府警本部 総務部 会計課

大阪府議会議員選挙投票用紙（一般・点
字）の印刷

活平版 総価契約 2月上旬 H31年3月 ～ 総務部 市町村課
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