
H２９年度　公告予定案件（委託役務　※賃貸借は除く）

部 室 課 ・ 事 務 所

有害鳥獣生息状況調査事業に係る調査捕獲業
務

185 各種施策研究･調査 4月 契約締結日 ～ H29.12.31 環境農林水産部 動物愛護畜産課

堺宮園住宅地積測量図作成業務 176 土地家屋調査 4月 契約締結日 ～ H29.12 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

千鳥橋住宅分筆業務 176 土地家屋調査 4月 契約締結日 ～ H30.3 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

枚方三栗住宅分筆業務 176 土地家屋調査 4月 契約締結日 ～ H30.3 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

フロン排出抑制法に係る定期点検①
009 空調・冷暖房・換気設
備 4月 契約締結日 ～ H30.3.16 教育庁 施設財務課

フロン排出抑制法に係る定期点検②
009 空調・冷暖房・換気設
備 4月 契約締結日 ～ H30.3.16 教育庁 施設財務課

フロン排出抑制法に係る定期点検③
009 空調・冷暖房・換気設
備 4月 契約締結日 ～ H30.3.16 教育庁 施設財務課

フロン排出抑制法に係る定期点検④
009 空調・冷暖房・換気設
備 4月 契約締結日 ～ H30.3.16 教育庁 施設財務課

府立高等職業技術専門校及び大阪障害者職業
能力開発校等における生徒の定期健康診断業
務（単価契約）

138 集団検診 4/4 契約締結日 ～ H30.3.31 商工労働部 雇用推進室 人材育成課

動物愛護管理センター（仮称）機械警備業務 067 機械警備 4/4 H29.7.1 ～ H34.6.30 環境農林水産部 動物愛護畜産課

選挙投開票速報システム再構築に係る基本計
画策定業務

140 システム企画･開発 4/4 契約締結日 ～ H30.3.30 総務部 市町村課

門真運転免許試験場ほか１箇所樹木剪定等業
務

051 樹木管理 4/4 H29.6.1 ～ H30.3.27 大阪府警察本部 施設課

私立高校生等奨学給付金受給申請受付等業務
192 各種施策執行・検査・
運営等補助 4/4 H29.6.1 ～ H30.2.16 教育庁 私学課

大阪府立茨木支援学校における学校給食調理
業務

128 学校給食 4/7 H29.8.1 ～ H32.7.31 教育庁 教育振興室 保健体育課

大阪府立枚方支援学校における学校給食調理
業務

128 学校給食 4/7 H29.8.1 ～ H32.7.31 教育庁 教育振興室 保健体育課

大阪府立西浦支援学校における学校給食調理
業務

128 学校給食 4/7 H29.8.1 ～ H32.7.31 教育庁 教育振興室 保健体育課

大阪府立岸和田支援学校における学校給食調
理業務

128 学校給食 4/7 H29.8.1 ～ H32.7.31 教育庁 教育振興室 保健体育課

身体障がい者等に係る自動車税減免に関する
通知書作成及びデータ印字業務（単価契約）

115　デザイン企画印刷
147　その他情報処理 4/7 契約締結日 ～ H29.6.28 財務部 税務局 税務局徴税対策課

　　　　　　　　　平成２９年３月３１日現在

　　　　　　　　　大阪府　総務部　契約局　総務委託物品課

案　件　名　称 業務種目
発　注　所　属

業務実施予定期間公告予定
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部 室 課 ・ 事 務 所
案　件　名　称 業務種目

発　注　所　属
業務実施予定期間公告予定

堺第７－３区共生の森活動運営業務 109 総合イベント 4/7 契約締結日 ～ H30.3.20 環境農林水産部 みどり推進室 みどり企画課

大阪府三島府民センタービル空調設備運転管
理業務

009 空調･冷暖房･換気設
備 4/7 H29.6.1 ～ H30.3.31 財務部 税務局 三島府税事務所

警察用船舶「やまとがわ」定期検査受整備業務 085 船舶等保守点検 4/11 H29.5.24 ～ H30.7.31 大阪府警察本部 装備課

平成29年度大阪府地盤沈下・地下水位観測調
査業務

133 その他環境に係る調査 4/11 H29.6.1 ～ H30.3.31 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

大阪府立労働センターハロゲン化物消火設備容
器交換点検整備業務

025 火災報知機･消火設
備･避難用設備等 4/11 契約締結日 ～ H29.6.30 商工労働部 雇用推進室 労政課

ホームワークサポート事業 073 その他受付･案内 4/11 H29.7.1 ～ H30.3.31 商工労働部 雇用推進室 労政課

平成29年度ポリ塩化ビフェニル廃棄物詰替運搬
業務

063 特別管理産業廃棄物
(収集･運搬) 4/14 契約締結日 ～ H30.3.31 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課

消費者行動促進支援事業 133 その他環境に係る調査 4/14 契約締結日 ～ H29.11.30 環境農林水産部
循環型

社会推進室
資源循環課

大阪府立桜塚高等学校環境整備清掃等業務 001 庁舎清掃 4/14 H29.7.1 ～ H32.6.30 教育庁 桜塚高等学校

大阪府立柏原東高等学校環境整備清掃等業務 001 庁舎清掃 4/14 H29.7.1 ～ H32.6.30 教育庁 柏原東高等学校

大阪府立茨木支援学校環境整備清掃等業務 001 庁舎清掃 4/14 H29.7.1 ～ H32.6.30 教育庁 茨木支援学校

特殊詐欺被害防止コールセンター業務 073 その他受付･案内 4月中旬 H29.7.1 ～ H30.3.31 大阪府警察本部 会計課

農業経営構造対策推進事業に係る直売所ヒアリ
ング調査（29）業務

185 各種施策研究･調査 4/18 契約締結日 ～ H29.9.15 環境農林水産部 農政室 推進課

自動車騒音常時監視に係る測定・面的評価実
施業務

133 その他環境に係る調査 4/18 契約締結日 ～ H30.3.9 環境農林水産部 環境管理室 交通環境課

産業廃棄物処理委託
061 産業廃棄物(収集･運
搬) 4/25 契約締結日 ～ H30.3.26 環境農林水産部 水産課

大阪府職員に対するストレスチェック制度等に関
する業務

139 その他検査 4/25 契約締結日 ～ H30.3.31 総務部 企画厚生課

高校生相互派遣・交流事業インドネシア・東ジャ
ワ州との交流

166 旅行 4/25 H29.6.14 ～ H29.9.30 府民文化部 国際課

高校生相互派遣・交流事業ベトナム・ホーチミン
市との交流

166 旅行 4/25 H29.6.14 ～ H29.9.30 府民文化部 国際課

山地災害危険地区再点検調査（29）業務 142 データ入力･作成 5月 契約締結日 ～ H29.12 環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課

私市地区伐倒整理（29・森林防災）業務 193 森林管理 5月 契約締結日 ～ H30.2 環境農林水産部
中部農と緑の
総合事務所
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部 室 課 ・ 事 務 所
案　件　名　称 業務種目

発　注　所　属
業務実施予定期間公告予定

彩都中部地区　用地管理業務委託
041 土木施設維持管理業
務 5月 H29.7 ～ H29.9 住宅まちづくり部 都市居住課

大阪府守口保健所庁舎清掃業務 001 庁舎清掃 5/9 H29.7.1 ～ H32.6.30 健康医療部 守口保健所

大阪府咲洲庁舎消防設備点検
025 火災報知機･消火設
備･避難用設備等 5/9 H29.7.20 ～ H30.3.26 総務部 庁舎管理課

多言語メニュー作成支援事業 140 システム企画･開発 5/9 H29.6.20 ～ H30.3.31 府民文化部 企画・観光課

平成29年度における非常用毛布の洗浄及び真
空包装業務（単価契約）

154 その他クリーニング 5/9 契約締結日 ～ H30.3.16 危機管理 危機管理室 災害対策課

動物愛護管理センター（仮称）自家用電気工作
物保安管理業務

006 自家用電気工作物保
安管理 5/9 H29.7.1 ～ H30.3.31 環境農林水産部 動物愛護畜産課

箕面地区ほか荒廃森林調査（29・森林防災）業
務

193 森林管理 5/9 契約締結日 ～ H29.8.20 環境農林水産部
北部農と緑の
総合事務所

大阪府警察門真運転免許試験場で使用する電
気調達

183 電力供給･売買 5月中旬 H29.8.1 ～ H30.7.31 大阪府警察本部 会計課

大阪府警察曽根崎警察署で使用する電気調達 183 電力供給･売買 5月中旬 H29.8.1 ～ H30.7.31 大阪府警察本部 会計課

大阪府警察総合訓練センターで使用する電気調
達

183 電力供給･売買 5月中旬 H29.8.1 ～ H30.7.31 大阪府警察本部 会計課

大阪府庁舎本館、別館、自家発電設備点検整
備業務

005 電気設備 5/16 H29.7.1 ～ H32.6.30 総務部 庁舎管理課

Osaka Free Wi-Fi設置促進事業（観光客動態調
査）

192 各種施策研究･調査 5/16 H29.7.1 ～ H30.3.31 府民文化部 企画・観光課

国際会議場機管理運営事業（国際会議場機能
調査検討）

192 各種施策研究･調査 5/16 H29.7.1 ～ H29.12.28 府民文化部 企画・観光課

総量削減計画（自動車ＮＯｘ・ＰＭ）進行管理調査
業務

133 その他環境に係る調査 5/16 契約締結日 ～ H30.3.9 環境農林水産部 環境管理室 交通環境課

信号交差点における窒素酸化物簡易測定業務 133 その他環境に係る調査 5/16 契約締結日 ～ H30.3.9 環境農林水産部 環境管理室 交通環境課

阪南丘陵外　宅地等維持管理業務 049 除草・草刈 5/16 契約締結日 ～ H29.9.15 住宅まちづくり部 タウン推進局 誘致整備課

大阪湾漁場環境整備事業 185 各種施策研究･調査 5/16 契約締結日 ～ H30.2.28 環境農林水産部 水産課

貯水槽清掃業務① 036 貯水槽清掃･点検 5月下旬 契約締結日 ～ H30.3.16 教育庁 施設財務課

貯水槽清掃業務② 036 貯水槽清掃･点検 5月下旬 契約締結日 ～ H30.3.16 教育庁 施設財務課

大阪府立大塚高等学校取水・遊水施設の清掃
等業務

059 産業廃棄物（収集・運
搬） 5月下旬 契約締結日 ～ H30.3.31 教育庁 大塚高等学校
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部 室 課 ・ 事 務 所
案　件　名　称 業務種目

発　注　所　属
業務実施予定期間公告予定

滝畑地区ほか下刈（29・保育）業務 193 森林管理 5月下旬 契約締結日 ～ H29.9.10 環境農林水産部
南河内農と緑の

総合事務所

漁業取締船「はやなみ」夏期保守点検業務 085 船舶等保守点検 5/23 契約締結日 ～ H29.8.7 環境農林水産部 水産課

山辺地区下刈（29・保育）業務 193 森林管理 5/23 契約締結日 ～ H29.8.31 環境農林水産部
北部農と緑の
総合事務所

大阪府咲洲庁舎建築物等定期点検調査業務
009 空調･冷暖房･換気設
備 5/23 H29.7.1 ～ H29.12.20 総務部 庁舎管理課

Osaka Free Wi-Fi設置促進事業（補助金受付事
務）

192 各種施策執行・検査・
運営等補助 5/23 契約締結日 ～ H30.3.31 府民文化部 企画・観光課

本部本庁舎消防設備保守点検業務
025 火災報知機･消火設
備･避難用設備等 5/23 契約締結日 ～ H30.3.31 大阪府警察本部 施設課

大阪府大淀警察署ほか31箇所消防設備保守点
検業務

025 火災報知機･消火設
備･避難用設備等 5/23 契約締結日 ～ H30.3.20 大阪府警察本部 施設課

大阪府大正警察署ほか18箇所消防設備保守点
検業務

025 火災報知機･消火設
備･避難用設備等 5/23 契約締結日 ～ H30.3.20 大阪府警察本部 施設課

大阪府西淀川警察署ほか17箇所消防設備保守
点検業務

025 火災報知機･消火設
備･避難用設備等 5/23 契約締結日 ～ H30.3.20 大阪府警察本部 施設課

大阪府羽曳野警察署ほか21箇所消防設備保守
点検業務

025 火災報知機･消火設
備･避難用設備等 5/23 契約締結日 ～ H30.3.20 大阪府警察本部 施設課

大阪府堺警察署ほか25箇所消防設備保守点検
業務

025 火災報知機･消火設
備･避難用設備等 5/23 契約締結日 ～ H30.3.20 大阪府警察本部 施設課

大阪府警察光明池運転免許試験場ほか排出ダ
スト等分析業務

130 計量証明事業に係る
調査･検査 5/30 契約締結日 ～ H30.3.20 大阪府警察本部 施設課

安まちメール配信業務委託 145 情報処理サービス 5/30 H30.3.1 ～ H35.2.28 大阪府警察本部 施設課

大阪府池田保健所ほか2保健所有人警備業務 066 施設警備 5/30 H29.9.1 ～ H32.9.1 健康医療部 健康医療総務課

大阪府寝屋川保健所ほか2保健所有人警備業
務

066 施設警備 5/30 H29.9.1 ～ H32.9.1 健康医療部 健康医療総務課

大阪府藤井寺保健所ほか4保健所有人警備業
務

066 施設警備 5/30 H29.9.1 ～ H32.9.1 健康医療部 健康医療総務課

大阪府庁舎空気中化学物質測定業務 003 室内環境測定 5/30 契約締結日 ～ H30.3.31 総務部 企画厚生課

犬の回収及び運行管理業務（単価契約） 096 一般貨物輸送 5/30 H29.8.1 ～ H30.3.31 環境農林水産部 動物愛護畜産課

猫の回収及び運送業務（単価契約） 096 一般貨物輸送 5/30 H29.8.1 ～ H30.3.31 環境農林水産部 動物愛護畜産課

二酸化窒素濃度等解析調査業務 133 その他環境に係る調査 5/30 契約締結日 ～ H30.3.23 環境農林水産部 環境管理室 交通環境課
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部 室 課 ・ 事 務 所
案　件　名　称 業務種目

発　注　所　属
業務実施予定期間公告予定

動物愛護管理センター（仮称）空調装置点検（フ
ロン排出抑制法に基づく点検）

009 空調･冷暖房･換気設
備 5/30 H29.8.1 ～ H30.3.31 環境農林水産部 動物愛護畜産課

他国語文書翻訳 167 翻訳･通訳 6月 契約締結日 ～ H29.9.30 政策企画部 万博誘致推進室

大阪府中央卸売市場内卸売業者及び仲卸業者
財務検査補助業務（単価契約）

192 各種施策執行・検査・
運営等補助 6月 H29.9.1 ～ H30.3.31 環境農林水産部 中央卸売市場

動物管理指導所他2カ所からの不要備品等の廃
棄処分業務委託

062 産業廃棄物(処分) 6月 契約締結日 ～ H29.8.31 環境農林水産部 動物愛護畜産課

大阪障害者職業能力開発校有人警備業務 066 施設警備 6月 H29.9.1 ～ H32.9.1 商工労働部 雇用推進室
障害者

職業能力開発校

大阪府漁港管理事務所庁舎清掃業務 001 庁舎清掃 6月 H29.9.1 ～ H32.8.31 環境農林水産部 水産課

PCB廃棄物収集運搬業務（府立南大阪技専校）
063 特別管理産業廃棄物
(収集･運搬) 6月 契約締結日 ～ H30.3.31 商工労働部 商工労働総務課

羽倉崎住宅分筆業務 176 土地家屋調査 6月 契約締結日 ～ H29.12 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

上町住宅分筆業務 176 土地家屋調査 6月 契約締結日 ～ H29.12 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

関西国際空港周辺の航空機騒音実態調査業務 133 その他環境に係る調査 6月上旬 契約締結日 ～ H30.2.15 環境農林水産部 環境管理室 交通環境課

電気調達業務（単価契約）① 183 電力供給･売買 6月上旬 H29.10.1 ～ H30.9.30 教育庁 施設財務課

電気調達業務（単価契約）② 183 電力供給･売買 6月上旬 H29.10.1 ～ H30.9.30 教育庁 施設財務課

電気調達業務（単価契約）③ 183 電力供給･売買 6月上旬 H29.10.1 ～ H30.9.30 教育庁 施設財務課

『戦後７２年大阪戦没者追悼式』における祭壇設
置・撤去委託業務

200 その他 6/1 H29.8.7 ～ H29.8.8 福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

警察用船舶「かつらぎ」中間検査受整備業務 085 船舶等保守点検 6/6 H29.7.12 ～ H29.9.30 大阪府警察本部 装備課

ＰＣＢ廃棄物処分業務
064 特別管理産業廃棄物
(処分) 6月中旬 H29.8.1 ～ H29.9.30 府民文化部 人権擁護課

ＰＣＢ廃棄物運搬業務
063 特別管理産業廃棄物
(収集･運搬) 6月中旬 H29.8.1 ～ H29.9.30 府民文化部 人権擁護課

大阪府立渋谷高等学校他20校環境整備清掃等
業務

001 庁舎清掃 6月中旬 H29.10.1 ～ H32.6.30 教育庁 教職員室 教職員人事課

大阪府登録販売者試験（平成29年９月実施）運
営等補助業務

109 総合イベント 6/13 契約締結日 ～ H29.9.29 健康医療部 薬務課

門真運転免許試験場庁舎清掃等業務 001 庁舎清掃 6/20 H29.11.1 ～ H32.10.30 大阪府警察本部 施設課

5 / 11



部 室 課 ・ 事 務 所
案　件　名　称 業務種目

発　注　所　属
業務実施予定期間公告予定

大阪府立修徳学院有人警備業務 066 施設警備 6/20 H29.9.1 ～ H32.9.1 福祉部 修徳学院

大阪府本庁舎（咲洲及び大阪府職員会館分館
を含む。）清掃等業務

001 庁舎清掃 6/20 H29.11.1 ～ H32.10.31 総務部 庁舎管理課

日本万国博覧会記念公園　（仮称）太陽の塔館
管理運営等業務

069 受付(庁舎･施設) 6/20 H29.9.1 ～ H30.3.31 府民文化部
日本万国博覧会
記念公園事務所

大阪府庁舎本館、別館、外、消防設備等定期点
検業務

025 火災報知機･消火設
備･避難用設備等 6/20 H29.8.10 ～ H30.3.16 総務部 庁舎管理課

大阪府咲洲庁舎非常用発電機点検　（その１） 005 電気設備 6/27 H29.8.17 ～ H30.3.14 総務部 庁舎管理課

大阪府咲洲庁舎非常用発電機点検　（その２） 005 電気設備 6/27 H29.8.17 ～ H30.3.14 総務部 庁舎管理課

日本万国博覧会記念公園　大阪万博資料デジタ
ル化業務

140 システム企画･開発 6/27 H29.8.1 ～ H30.3.16 府民文化部
日本万国博覧会
記念公園事務所

大阪府天満警察署自家用電気工作物保安管理
業務

006 自家用電気工作物保
安管理 6/27 H29.9.1 ～ H31.4.30 大阪府警察本部 施設課

本部本庁舎設備保守管理業務 003 室内環境測定 6/27 H29.10.1 ～ H32.9.30 大阪府警察本部 施設課

本部本庁舎昇降機設備（西側）保守点検業務 010 エレベータ設備 6/27 H29.9.1 ～ H32.8.31 大阪府警察本部 施設課

本部本庁舎昇降機設備（東側）保守点検業務 010 エレベータ設備 6/27 H29.9.1 ～ H32.8.31 大阪府警察本部 施設課

ＩＲへの理解推進 110 イベント企画 7月 H29.8.1 ～ H30.3.31 府民文化部 企画・観光課

弥生文化博物館ハロゲン化物消火設備容器交
換点検整備業務

025 火災報知機･消火設
備･避難用設備等 7月 H29.9月 ～ H29.12 教育庁 文化財保護課

大阪府警察総合健康診断業務（第１ブロック）
（単価契約）

138 集団検診 7月 H30.4.1 ～ H33.3.31 大阪府警察本部 会計課

大阪府警察総合健康診断業務（第２ブロック）
（単価契約）

138 集団検診 7月 H30.4.1 ～ H33.3.31 大阪府警察本部 会計課

大阪府警察胃部検診業務（第１ブロック）（単価
契約）

138 集団検診 7月 H30.4.1 ～ H33.3.31 大阪府警察本部 会計課

大阪府警察胃部検診業務（第２ブロック）（単価
契約）

138 集団検診 7月 H30.4.1 ～ H33.3.31 大阪府警察本部 会計課

大阪府B型肝炎ワクチン接種等業務（単価契約） 138 集団検診 7月 H30.4.1 ～ H33.3.31 大阪府警察本部 会計課

大阪府警察女性検診業務（単価契約） 138 集団検診 7月 H30.4.1 ～ H33.3.31 大阪府警察本部 会計課

大阪府警察入校者検診業務（単価契約） 138 集団検診 7月 H30.4.1 ～ H33.3.31 大阪府警察本部 会計課
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逢阪地区伐倒整理（29・森林防災）業務 193 森林管理 7月 契約締結日 ～ H30.2 環境農林水産部
中部農と緑の
総合事務所

泉佐野佐野台住宅分筆業務 176 土地家屋調査 7月 契約締結日 ～ H30.3 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

平成29年度地下水質常時監視業務
130 計量証明事業に係る
調査･検査 7月上旬 契約締結日 ～ H30.3.31 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

平成29年度ダイオキシン類常時監視等に係る試
料採取及び分析業務(海域水質・底質）

130 計量証明事業に係る
調査･検査 7月上旬 契約締結日 ～ H30.3.31 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

平成29年度ダイオキシン類常時監視に係る試料
採取及び分析業務(地下水質・土壌）

130 計量証明事業に係る
調査･検査 7月上旬 契約締結日 ～ H30.3.31 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

施設賠償責任保険 188 損害保険 7月上旬 H29.9.1 ～ H30.9.1 教育庁 施設財務課

女性相談センター有人警備業務 066 施設警備 7/1 H29.9.1 ～ H32.9.1 福祉部
女性相談
センター

大阪府警察本部本庁舎清掃業務委託 001 庁舎清掃 7/2 H29.9.1 ～ H32.10.31 大阪府警察本部 施設課

天満警察署庁舎清掃業務 001 庁舎清掃 7/4 H29.10.2 ～ H31.8.31 大阪府警察本部 施設課

大阪府文書等集配業務 096 一般貨物輸送 7/4 H29.10.2 ～ H32.9.30 府民文化部 情報公開課

泉佐野保健所庁舎清掃業務 001 庁舎清掃 7/4 H29.10.1 ～ H32.9.30 健康医療部 泉佐野保健所

大阪府寝屋川保健所庁舎清掃業務 001 庁舎清掃 7/4 H29.10.1 ～ H32.9.30 健康医療部 寝屋川保健所

大阪府庁舎本館建築設備定期点検業務 005 電気設備 7/14 契約締結日 ～ H30.2.28 総務部 庁舎管理課

大阪府立中央図書館　図書搬送業務  096 一般貨物輸送 7月下旬 H29.10.1 ～ H32.9.30 教育庁 中央図書館

大阪府警察文書等逓送業務  096 一般貨物輸送 8月 H29.11.1 ～ H32.10.31 大阪府警察本部 会計課

他国語パンフレット印刷 115 デザイン企画印刷 8月 契約締結日 ～ H29.11.30 政策企画部 万博誘致推進室

滝畑ダム施設警備・清掃（29-32）業務 066 施設警備 8月 H29.10.1 ～ H32.10.1 環境農林水産部
南河内農と緑の

総合事務所

森林保全調査（29）業務 142 データ入力･作成 8月 契約締結日 ～ H30.1 環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課

長居西住宅分筆業務 176 土地家屋調査 8月 契約締結日 ～ H29.11 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

ピアノ調律業務（単価契約）① 170 楽器調律 8月上旬 契約締結日 ～ H30.3.16 教育庁 施設財務課

7 / 11



部 室 課 ・ 事 務 所
案　件　名　称 業務種目

発　注　所　属
業務実施予定期間公告予定

ピアノ調律業務（単価契約）② 170 楽器調律 8月上旬 契約締結日 ～ H30.3.16 教育庁 施設財務課

ピアノ調律業務（単価契約）③ 170 楽器調律 8月上旬 契約締結日 ～ H30.3.16 教育庁 施設財務課

ピアノ調律業務（単価契約）④ 170 楽器調律 8月上旬 契約締結日 ～ H30.3.16 教育庁 施設財務課

大阪府庁舎本館・別館空調機器保守点検業務
009 空調･冷暖房･換気設
備 8/1 H29.10.1 ～ H30.2.20 総務部 庁舎管理課

交通管制端末機器等点検調整業務（Aブロック） 015 信号設備 8/1 H29.10.1 ～ H32.9.30 大阪府警察本部 施設課

交通管制端末機器等点検調整業務（Bブロック） 015 信号設備 8/1 H29.10.1 ～ H32.9.30 大阪府警察本部 施設課

交通管制端末機器等点検調整業務（Cブロック） 015 信号設備 8/1 H29.10.1 ～ H32.9.30 大阪府警察本部 施設課

交通信号機等保守点検当業務（Aブロック） 015 信号設備 8/1 H29.10.1 ～ H32.9.30 大阪府警察本部 施設課

交通信号機等保守点検当業務（Bブロック） 015 信号設備 8/1 H29.10.1 ～ H32.9.30 大阪府警察本部 施設課

交通監視用カメラ機器点検調整業務 024 その他通信設備 8/1 H29.10.1 ～ H32.9.30 大阪府警察本部 施設課

可変標識等点検調整業務 020 その他設備 8/1 H29.10.1 ～ H32.9.30 大阪府警察本部 施設課

日本万国博覧会記念公園　太陽の塔公開記念
式典等運営業務

109 総合イベント 8/8 H29.10.2 ～ H30.3.31 府民文化部
日本万国博覧会
記念公園事務所

警察用船舶「いこま」中間検査受整備業務 085 船舶等保守点検 8/8 H29.9.13 ～ H29.12.8 大阪府警察本部 装備課

大阪府警察施設建築設備定期点検業務
009 空調･冷暖房･換気設
備 8/22 契約締結日 ～ H30.3.16 大阪府警察本部 施設課

警察用船舶「いずみ」定期検査受整備業務 085 船舶等保守点検 8/22 H29.9.27 ～ H29.12.28 大阪府警察本部 装備課

阪南丘陵外　宅地等維持管理業務（その2） 049 除草・草刈 9月 契約締結日 ～ H30.1.15 住宅まちづくり部 タウン推進局 誘致整備課

大沢地区本数調整伐（29・奥地）業務 193 森林管理 9月 契約締結日 ～ H30.2 環境農林水産部
泉州農と緑の
総合事務所

仏並町地区本数調整伐（29・森林防災）業務 193 森林管理 9月 契約締結日 ～ H30.2 環境農林水産部
泉州農と緑の
総合事務所

春木川町地区ほか倒木対策ほか(29・森林防災)
業務

193 森林管理 9月 契約締結日 ～ H30.1 環境農林水産部
泉州農と緑の
総合事務所

植物残材リサイクル業務その2（単価契約） 053 チップ堆肥化 9/5 H29.11.1 ～ H30.3.15 府民文化部
日本万国博覧会
記念公園事務所

8 / 11



部 室 課 ・ 事 務 所
案　件　名　称 業務種目

発　注　所　属
業務実施予定期間公告予定

平成29年度におけるマニフェスト交付等状況報
告書電子化業務（単価契約）

142 データ入力･作成 9月中旬 契約締結日 ～
H30.2月初

旬
環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課

簡易専用水道検査業務 139 その他検査 9月中旬 契約締結日 ～ H30.3.16 教育庁 施設財務課

文化財調査事務所外1施設で使用する電気調達
(単価契約）

183 電力供給･売買 9月中旬 H30.4.1 ～ H31.3.31 教育庁 教育総務企画課

大阪府西警察署外18施設で使用する電気調達
（単価契約）

183 電力供給･売買 9月中旬 H30.4.1 ～ H31.3.31 大阪府警察本部 会計課

大阪府中央子ども家庭センター外3施設で使用
する電気調達（単価契約）

183 電力供給･売買 9/13 H30.4.1 ～ H31.3.31 福祉部 福祉総務課

放送設備保守点検業務① 024 その他通信設備 9月下旬 契約締結日 ～ H30.3.16 教育庁 施設財務課

放送設備保守点検業務② 024 その他通信設備 9月下旬 契約締結日 ～ H30.3.16 教育庁 施設財務課

放送設備保守点検業務③ 024 その他通信設備 9月下旬 契約締結日 ～ H30.3.16 教育庁 施設財務課

大阪府立北大阪高等職業技術専門校自家用電
気工作物保安業務

006 自家用電気工作物保
安管理 10月 H30.1.1 ～ H32.12.31 商工労働部

北大阪高等職業
技術専門校

漁業取締船「はやなみ」船舶中間検査及び冬期
保守点検業務

085 船舶等保守点検 10月 契約締結日 ～ H30.1.31 環境農林水産部 水産課

放射線測定機器校正・点検委託
130 計量証明事業に係る
調査･検査 10月 契約締結日 ～ H30.1.31 危機管理 危機管理室 防災企画課

東大阪オフサイトセンター自家発電施設電気設
備点検

006 自家用電気工作物保
安管理 10月 契約締結日 ～ H30.3.15 危機管理 危機管理室 防災企画課

熊取オフサイトセンター自家発電施設電気設備
点検

006 自家用電気工作物保
安管理 10月 契約締結日 ～ H30.3.15 危機管理 危機管理室 防災企画課

原子力啓発パンフレットデザイン作成委託 115 デザイン企画印刷 10月 契約締結日 ～ H30.2.28 危機管理 危機管理室 防災企画課

環境放射線監視テレメーターシステム衛星通信
サービス利用契約

184 電気通信事業 10月 契約締結日 ～ H32.10.31 危機管理 危機管理室 防災企画課

箕面地区ほか伐倒整理ほか（29・森林防災）業
務

193 森林管理 10月 契約締結日 ～ H30.2.28 環境農林水産部
北部農と緑の
総合事務所

車作地区ほか伐倒整理ほか（29・森林防災）業
務

193 森林管理 10月 契約締結日 ～ H30.2.28 環境農林水産部
北部農と緑の
総合事務所

久保地区倒木対策ほか(29・森林防災)業務 193 森林管理 10月 契約締結日 ～ H30.2 環境農林水産部
泉州農と緑の
総合事務所

孝子地区倒木対策ほか(29・森林防災)業務 193 森林管理 10月 契約締結日 ～ H30.2 環境農林水産部
泉州農と緑の
総合事務所

土丸地区倒木対策ほか(29・森林防災)業務 193 森林管理 10月 契約締結日 ～ H30.2 環境農林水産部
泉州農と緑の
総合事務所
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多奈川地区間伐ほか(29・府営林)業務 193 森林管理 10月 契約締結日 ～ H30.2 環境農林水産部
泉州農と緑の
総合事務所

堺三原台住宅分筆業務 176 土地家屋調査 10月 契約締結日 ～ H30.3 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

大阪府天満警察署昇降機設備保守点検業務 010 エレベータ設備 10/1 H29.12.1 ～ H31.4.30 大阪府警察本部 施設課

公園内場周道高生垣剪定業務 051 樹木管理 10/3 第3四半期 ～ 第4四半期 府民文化部
日本万国博覧会
記念公園事務所

園内浚渫業務
040 雨水排水施設機械清
掃 10/3 第3四半期 ～ 第4四半期 府民文化部

日本万国博覧会
記念公園事務所

大阪府咲洲庁舎で使用する電気調達（単価契
約）

183 電力供給･売買 10/3 H30.4.1 ～ H31.3.31 総務部 庁舎管理課

平成30年大阪府警察年頭視閲式会場設営業務 109 総合イベント 10/8 H29.11.20 ～ H30.1.19 大阪府警察本部 施設課

大阪府立大阪北視覚支援学校における学校給
食調理業務

128 学校給食 10/10 H30.3.31 ～ H32.7.31 教育庁 教育振興室 保健体育課

大阪府立難波支援学校における学校給食調理
業務

128 学校給食 10/10 H30.3.31 ～ H32.7.31 教育庁 教育振興室 保健体育課

大阪府立光陽支援学校における学校給食調理
業務

128 学校給食 10/10 H30.3.31 ～ H32.7.31 教育庁 教育振興室 保健体育課

大阪府立西淀川支援学校における学校給食調
理業務

128 学校給食 10/10 H30.3.31 ～ H32.7.31 教育庁 教育振興室 保健体育課

堺第７－３区共生の森植樹イベント業務 050 草地管理
10月下

旬
契約締結日 ～ H30.3.14 環境農林水産部 みどり推進室 みどり企画課

弘川地区本数調整伐（29・奥地）業務 193 森林管理
10月下

旬
契約締結日 ～ H30.2.28 環境農林水産部

南河内農と緑の
総合事務所

島の谷地区本数調整伐（29・奥地）業務 193 森林管理
10月下

旬
契約締結日 ～ H30.2.28 環境農林水産部

南河内農と緑の
総合事務所

足谷地区倒木処理ほか（29・改良）業務 193 森林管理
10月下

旬
契約締結日 ～ H30.3.15 環境農林水産部

南河内農と緑の
総合事務所

滝畑地区ほか本数調整伐等（29・保育）業務 193 森林管理
10月下

旬
契約締結日 ～ H30.2.28 環境農林水産部

南河内農と緑の
総合事務所

水分中代地区本数調整伐（29・森林防災）業務 193 森林管理
10月下

旬
契約締結日 ～ H30.2.28 環境農林水産部

南河内農と緑の
総合事務所

下河内地区本数調整伐（29・森林防災）業務 193 森林管理
10月下

旬
契約締結日 ～ H30.2.28 環境農林水産部

南河内農と緑の
総合事務所

天見地区本数調整伐（29・森林防災）業務 193 森林管理
10月下

旬
契約締結日 ～ H30.2.28 環境農林水産部

南河内農と緑の
総合事務所

滝畑地区ほか間伐等（29・府営林）業務 193 森林管理
10月下

旬
契約締結日 ～ H30.1.31 環境農林水産部

南河内農と緑の
総合事務所
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滝畑地区ほか竹林伐採等（29・森林防災）業務 193 森林管理
10月下

旬
契約締結日 ～ H30.3.15 環境農林水産部

南河内農と緑の
総合事務所

警察用船舶「なにわ」定期検査受整備業務 085 船舶等保守点検 10/31 H29.12.6 ～ H29.3.23 大阪府警察本部 装備課

建設資材価格調査（29）業務 147 その他情報処理 11月 契約締結日 ～ H30.3 環境農林水産部 検査指導課

緑化樹配付業務 052 草花管理 11月 契約締結日 ～ H30.3.15 環境農林水産部 みどり推進室 みどり企画課

森林計画図等修正（29）業務 142 データ入力･作成 11月 契約締結日 ～ H30.3 環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課

宿野地区植栽ほか（29・改良）業務 193 森林管理 11月 契約締結日 ～ H30.2.28 環境農林水産部
北部農と緑の
総合事務所

地黄地区本数調整伐（29・奥地）業務 193 森林管理 11月 契約締結日 ～ H30.2.28 環境農林水産部
北部農と緑の
総合事務所

上止々呂美地区本数調整伐（29・予防）業務 193 森林管理 11月 契約締結日 ～ H30.2.28 環境農林水産部
北部農と緑の
総合事務所

吉川地区本数調整伐（29・森林防災）業務 193 森林管理 11月 契約締結日 ～ H30.2.28 環境農林水産部
北部農と緑の
総合事務所

孝子地区ほか本数調整伐（29・奥地）業務 193 森林管理 11月 契約締結日 ～ H30.2 環境農林水産部
泉州農と緑の
総合事務所

神於山地区育成天然林整備ほか（29・奥地）業
務

193 森林管理 11月 契約締結日 ～ H30.2 環境農林水産部
泉州農と緑の
総合事務所

木積地区本数調整伐（29・森林防災）業務 193 森林管理 11月 契約締結日 ～ H30.2 環境農林水産部
泉州農と緑の
総合事務所

春木川町地区本数調整伐（29・森林防災）業務 193 森林管理 11月 契約締結日 ～ H30.2 環境農林水産部
泉州農と緑の
総合事務所

大阪府警察本部本庁舎で使用する電気調達（単
価契約）

183 電力供給･売買
11月中

旬
H30.4.1 ～ H31.3.31 大阪府警察本部 会計課

平野地区間伐ほか（29・府民参加の森）業務 193 森林管理 12月 契約締結日 ～ H30.3 環境農林水産部
中部農と緑の
総合事務所

ウメ輪紋ウイルス感染樹等伐採処分（29・中部
地区）業務

051 樹木管理 12月 契約締結日 ～ H30.3.23 環境農林水産部 農政室 推進課

ウメ輪紋ウイルス感染樹等伐採処分（29・南河
内地区）業務

051 樹木管理 12月 契約締結日 ～ H30.3.23 環境農林水産部 農政室 推進課

大阪府藤井寺保健所庁舎清掃業務 001 庁舎清掃 12/5 H30.3.1 ～ H33.2.28 健康医療部 藤井寺保健所
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