
H３０年度　公告予定案件（委託役務　※賃貸借は除く）

部 室 課 ・ 事 務 所

SNS活用相談体制調査研究事業
067. 各種施策研究･
調査 4月 H30.7.1 ～ H31.1.31 教育庁 教育センター 教育相談室

家庭の食品ロス実態調査
185．各種施策研究･
調査 4月頃 契約締結日 ～ H31.3.31 環境農林水産部

環境農林水産総
務課

箕面地区倒木対策調査（30・森林防災）業務 193．森林管理 4月頃 契約締結日 ～ H30.8.30 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所

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 4/3 H30.6.1 ～ H31.3.27 大阪府警察本部 施設課

介護支援専門員登録通知書及び介護支援専門
員証作成業務（単価契約）

115. デザイン企画印
刷 4/3 H30.6.1 ～ H31.3.31 福祉部 高齢介護室 介護支援課

交通管制センター上位装置の高度化に伴う定数
設定業務

140.システム企画･開
発 4/9 契約締結日 ～ H31.3.22 大阪府警察本部 施設課

ホームワークサポート事業
073.その他受付・案
内 4/10 H30.7.1 ～ H31.3.31 商工労働部 雇用推進室 労政課

平成30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（大気）

130．計量証明事業
に係る調査･検査 4/10 契約締結日 ～ H31.3.29 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

平成30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（河川水質・底質）

130．計量証明事業
に係る調査･検査 4/10 契約締結日 ～ H31.3.29 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

平成30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 4/10 H30.6.1 ～ H31.3.31 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

堺第7-3区共生の森活動運営業務 109．総合イベント 4/10 契約締結日 ～ H31.3.20 環境農林水産部 みどり推進室 みどり企画課

現行データセンターと新データセンター間接続暫
定回線サービス

140　情報処理サービ
ス 4/10 H30.6.1 ～ H32.3.31 総務部 ＩＴ・業務改革課

留置管理システム構築業務
145.システム企画･開
発 4/13 契約締結日 ～ H31.3.31 大阪府警察本部 施設課

自動車税納税通知書兼納付書等の印刷及び封
入封かん等業務（単価契約）

115.デザイン企画印
刷 4/17 H30.11.1 ～ H33.10.31 財務部 税務局 税政課

平成３０年度ポリ塩化ビフェニル廃棄物運搬業
務

63．特別管理産業廃
棄物(収集･運搬) 4/17 契約締結日 ～ H31.3.31 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課

浮桟橋（船型）保守点検業務 85．船舶等保守点検 4/17 契約締結日 ～ H30.8.15 環境農林水産部
※環境農林水

産
水産課

旧成人病センター有人警備業務 066　施設警備 4/17 H30.7.1 ～ H31.3.31 健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

旧成人病センター機械設備管理業務 020　その他設備 4/17 H30.7.1 ～ H31.3.31 健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

　　　　　　　　　平成３０年３月３０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

旧成人病センター電気関連設備管理業務
006　自家用電気工
作物保安管理 4/17 H30.7.1 ～ H31.3.31 健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

旧成人病センターＡ・Ｂ地区及び西地区における
テレビ電波共視聴施設の保守業務

020　その他設備 4/17 H30.7.1 ～ H31.3.31 健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

岸和田保健所庁舎清掃業務 001　庁舎清掃 4/17 H30.7.1 ～ H33.6.30 健康医療部 岸和田保健所

大阪府四條畷保健所庁舎清掃業務 001　庁舎清掃 4/17 H30.7.1 ～ H33.6.30 健康医療部 四條畷保健所

交通信号機及び固定式灯火標識電球取替清掃
等業務

150.信号設備 4月下旬 H30.6.1 ～ H31.3.31 大阪府警察本部 施設課

大阪府咲洲庁舎高層階入居者募集支援業務
185　各種施策研究・
調査 4月下旬 契約締結日 ～ H31.3.31 総務部 庁舎室 庁舎管理課

大気汚染常時監視測定局の保守管理業務 28．大気測定機器 4/20 H30.7.1 ～ H33.6.30 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

交通取締総合システム設計及び監理業務
140.システム企画･開
発 4/24 契約締結日 ～ H34.3.31 大阪府警察本部 施設課

大阪府茨木保健所・安威川ダム建設事務所庁
舎清掃業務

001　庁舎清掃 4/24 H30.7.1 ～ H33.6.30 健康医療部 茨木保健所

日本万国博覧会記念公園　万博記念ビル設備
運転及び保守点検管理業務

020　その他設備 4/24 H30.7.1 ～ H33.6.30 府民文化部
万博記念公園事

務所

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 4/24 契約締結日 ～ H31.3.31 総務部 企画厚生課

電子申請クラウドサービス構築運用保守業務
141.システム運用･保
守 4/27 H31.1.1 ～ H35.12.31 大阪府警察本部 施設課

大阪府立大塚高等学校取水・遊水施設の清掃
等業務

61 産業廃棄物(収
集･運搬) 5月 契約締結日 ～ H31.3.31 教育庁 大塚高等学校

特殊詐欺被害防止対策業務 73 その他受付･案内 5月 H30.8.1 ～ H31.3.31 大阪府警察本部 会計課

大阪府警察光明池運転免許試験場駐車場管理
等業務

72 駐車場管理･運営
(警備業法適用外) 5月 H30.9.15 ～ H35.9.16 大阪府警察本部 会計課

大阪府警察門真・光明池運転免許試験場手数
料現金徴収事務委託業務

192 各種施策執行・
検査・運営等補助 5月 H30.10.1 ～ H33.9.30 大阪府警察本部 会計課

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月頃 契約締結日 ～ H31.3.8 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
130．計量証明事業
に係る調査･検査 5月頃 契約締結日 ～ H31.3.8 環境農林水産部 環境管理室 交通環境課

滝畑地区ほか下刈（30・保育）業務 193．森林管理 5月頃 契約締結日 ～ H30.9.10 環境農林水産部
※環境農林水

産
南河内農と緑の

総合事務所

平成３０年度　漁業取締船「はやなみ」
夏期保守点検業務委託

85．船舶等保守点検 5月頃 契約締結日 ～ H30.8.15 環境農林水産部 水産課
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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

保安林管理システム再構築事業
140．システム企画･
開発 5月頃 契約締結日 ～ H31.3.31 環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課

平成30年度ポリ塩化ビフェニル廃棄物詰替運搬
業務（ＪＥＳＣＯ大阪）

63．特別管理産業廃
棄物(収集･運搬) 5月頃 契約締結日 ～ H31.3.31 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課

有害鳥獣生息状況調査業務
133．その他環境に係
る調査 5月頃 契約締結日 ～ H31.3.31 環境農林水産部 動物愛護畜産課

山辺地区下刈（30・保育）業務 193．森林管理 5月頃 契約締結日 ～ H30.8.20 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所

農業者チャレンジプロポーザル事業の運営委託
業務

110．イベント企画 5月頃 H30.7.1 ～ H31.2.28 環境農林水産部 農政室 推進課

大阪府まちづくり促進事業会計財務会計システ
ム構築及び運用保守業務

140．システム企画･
開発 5月頃 契約締結日 ～ H36.2.29 住宅まちづくり部 タウン推進局 管理課

大阪府営高野大橋住宅地積測量図作成業務 176．土地家屋調査 5月頃 契約締結日 ～ 12月 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

大阪府営堺宮園住宅地積測量図作成業務 176．土地家屋調査 5月頃 契約締結日 ～ 9月 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

大阪府営門真千石西町住宅地積測量図作成業
務

176．土地家屋調査 5月頃 契約締結日 ～ 2月 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

大阪府営○○住宅外○件アスベスト含有分析調
査業務（住宅名、住宅数は現在検討中）

130．計量証明事業
に係る調査･検査 5月頃 契約締結日 ～ H30.9.28 住宅まちづくり部 住宅経営室 施設保全課

阪南丘陵外　宅地等維持管理業務 49．除草・草刈 5月頃 契約締結日 ～ H30.9.14 住宅まちづくり部 タウン推進局 誘致整備課

津波避難情報提供システム整備事業
140．システム企画･
開発 5月頃 契約締結日 ～ 未定 危機管理 危機管理室 消防保安課

非常用毛布の洗浄及び真空包装 150．寝具 5月頃 契約締結日 ～ H31.3.22 危機管理 危機管理室 災害対策課

警察用船舶「かわち」定期検査受整備業務 085.船舶等保守点検 5/1 H30.6.8 ～ H30.9.7 大阪府警察本部 装備課

大阪府立学校の土地活用に係る事業手法検討
調査業務

185. 各種施策研究･
調査 5/8 H30.8.1 ～ H31.3.15 教育庁 ※教育庁 施設財務課

障害福祉サービス等の情報公表制度に伴うシス
テムの管理

141. システム運用･
保守 5/8 契約締結日 ～ H31.3.31 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

大阪府生活保護システム更新、開発及び運用保
守業務

140.システム企画･開
発 5/8 H30.7.1 ～ H36.9.30 福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

公費負担医療給付システム構築及び運用保守
（仮称）

140　システム企画・
開発 5/8 H30.7.1 ～ H36.9.30 健康医療部 健康医療室 地域保健課

旧成人病センター跡地処分にかかる不動産鑑
定業務

177　不動産鑑定 5/8 契約締結日 ～ H30.8.20 健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

コンビニ収納システムクラウド使用 158. 情報処理用機器 5/15 H30.7.1 ～ H33.9.30 会計局 ※会計局 会計総務課
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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

大阪府警察本部本庁舎ほか23箇所建築設備防
火設備定期点検業務

009.空調･冷暖房･換
気設備 5/15 契約締結日 ～ H30.12.14 大阪府警察本部 施設課

大阪府大正警察署ほか13箇所建築・防火設備
定期点検業務

009.空調･冷暖房･換
気設備 5/15 契約締結日 ～ H30.11.16 大阪府警察本部 施設課

大阪府西淀川警察署ほか15箇所建築・防火設
備定期点検業務

009.空調･冷暖房･換
気設備 5/15 契約締結日 ～ H30.11.16 大阪府警察本部 施設課

大阪府羽曳野警察署ほか15箇所建築・防火設
備定期点検業務

009.空調･冷暖房･換
気設備 5/15 契約締結日 ～ H30.11.16 大阪府警察本部 施設課

大阪府堺警察署ほか22箇所建築・防火設備定
期点検業務

009.空調･冷暖房･換
気設備 5/15 契約締結日 ～ H30.11.16 大阪府警察本部 施設課

大阪府議会インターネット中継及び議会関連動
画配信業務

141.システム運用・保
守 5/15 H30.8.1 ～ H33.7.31 議会事務局 総務課

澱川廃川堤敷外　除草等業務（その１） 050.草地管理 5/15 契約締結日 ～ H30.8.31 財務部 財産活用課

平成30年度第1学区・第2学区府立学校職員乳
がん・子宮がん検診業務

138.集団検診 5/15 契約締結日 ～ H31.3.31 教育庁 教職員室 福利課

平成30年度第3学区・第4学区府立学校職員乳
がん・子宮がん検診業務

138.集団検診 5/15 契約締結日 ～ H31.3.31 教育庁 教職員室 福利課

大阪府咲洲庁舎書庫等移転業務
092　事務所移転 5/15 契約締結日 ～ H30.10.31 総務部 庁舎室 庁舎管理課

学校警備業務（第１学区）　その１ 066. 施設警備 5/22 H30.8.1 ～ H36.7.31 教育庁 ※教育庁 施設財務課

学校警備業務（第１学区）　その２ 066. 施設警備 5/22 H30.8.1 ～ H36.7.31 教育庁 ※教育庁 施設財務課

学校警備業務（第１学区）　その３ 066. 施設警備 5/22 H30.8.1 ～ H36.7.31 教育庁 ※教育庁 施設財務課

学校警備業務（第１学区）　その４ 066. 施設警備 5/22 H30.8.1 ～ H36.7.31 教育庁 ※教育庁 施設財務課

学校警備業務（第１学区）　その５ 066. 施設警備 5/22 H30.8.1 ～ H36.7.31 教育庁 ※教育庁 施設財務課

大阪府東住吉警察署ほか低濃度ポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物処理業務

064.特別管理産業廃
棄物(処分) 5/22 契約締結日 ～ H31.2.28 大阪府警察本部 施設課

本部本庁舎消防設備保守点検業務
025.本部本庁舎消防
設備保守点検業務 5/22 契約締結日 ～ H31.3.31 大阪府警察本部 施設課

平成30年度工業統計調査パンチ処理業務
142　データ入力・作
成 5/22 契約締結日 ～ H30.10.31 総務部 統計課

池田保健所庁舎清掃業務 001　庁舎清掃 5/22 H30.8.1 ～ H33.7.31 健康医療部 池田保健所

旧成人病センター跡地処分にかかるマーケティ
ングリサーチ業務

185　各種施策研究・
調査 5/22 契約締結日 ～ H30.9.30 健康医療部 保健医療室 健康医療企画課
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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

府域一水道に向けた広域化検討に係る調査
185　各種施策研究・
調査 5/22 契約締結日 ～ H30.3.29 健康医療部 環境衛生課

貯水槽清掃業務①
036. 貯水槽清掃･点
検 5/29 契約締結日 ～ H31.3.16 教育庁 ※教育庁 施設財務課

貯水槽清掃業務②
036. 貯水槽清掃･点
検 5/29 契約締結日 ～ H31.3.16 教育庁 ※教育庁 施設財務課

電気調達業務（単価契約）① 183. 電力供給･売買 5/29 H30.10.1 ～ H31.9.30 教育庁 ※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 5/29 H30.10.1 ～ H31.9.30 教育庁 ※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 5/29 H30.10.1 ～ H31.9.30 教育庁 ※教育庁 施設財務課

PCB使用機器撤去集約業務
063.特別管理産業廃
棄物(収集･運搬) 5/29 H30.9.3 ～ H30.10.1 福祉部 砂川厚生福祉センター 総務企画課

大阪府警察光明池運転免許試験場ほか13箇所
ばい煙等測定分析業務

130.計量証明事業に
係る調査･検査 5/29 契約締結日 ～ H31.3.20 大阪府警察本部 施設課

大阪府大淀警察署ほか27箇所消防設備点検業
務

025.火災報知機･消
火設備･避難用設備
等

5/29 契約締結日 ～ H31.3.20 大阪府警察本部 施設課

大阪府大正警察署ほか18箇所消防設備点検業
務

025.火災報知機･消
火設備･避難用設備
等

5/29 契約締結日 ～ H31.3.20 大阪府警察本部 施設課

大阪府西淀川警察署ほか19箇所消防設備点検
業務

025.火災報知機･消
火設備･避難用設備
等

5/29 契約締結日 ～ H31.3.20 大阪府警察本部 施設課

大阪府羽曳野警察署ほか20箇所消防設備点検
業務

025.火災報知機･消
火設備･避難用設備
等

5/29 契約締結日 ～ H31.3.20 大阪府警察本部 施設課

大阪府堺警察署ほか25箇所消防設備点検業務
025.火災報知機･消
火設備･避難用設備
等

5/29 契約締結日 ～ H31.3.20 大阪府警察本部 施設課

新データセンターと大手前庁舎間接続回線サー
ビス

145　情報処理サービ
ス 5/29 H30.12.1 ～ H35.11.30 総務部 ＩＴ・業務改革課

大阪府咲洲庁舎消防設備点検
025　火災報知器・消
火設備・避難用設備
等

5/29 契約締結日 ～ H31.3.22 総務部 庁舎室 庁舎管理課

大阪府庁舎空気中化学物質測定業務 003　室内環境測定 5/29 契約締結日 ～ H31.3.31 総務部 企画厚生課

大阪はびきの医療センター内府有地公共嘱託
登記業務

176 土地家屋調査 5/29 契約締結日 ～ H31.2.28 健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

大阪府茨木保健所及び安威川ダム建設事務所
ほか５箇所における昇降機設備保守点検業務

010　エレベータ設備 5/29 H30.8.1 ～ H33.4.30 健康医療部 健康医療総務課

大阪府後発医薬品安心使用促進に関する調査
業務

185　各種施策研究・
調査 5/29 契約締結日 ～ H30.11.30 健康医療部 薬務課

ドーンセンター情報ネットワークシステム企画・開
発業務

140　システム企画・
開発 5/29 H30.8.1 ～ H32.1.1 府民文化部

男女参画・府民
協働課
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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

大阪府立大学羽曳野キャンパス等敷地内府有
地　公共嘱託登記業務

176 土地家屋調査 5/29 契約締結日 ～ H31.2.28 府民文化部 府民文化総務課

大阪府警察第二方面機動警隊庁舎竣工に伴う
物品等移転業務

92 事務所移転 6月 契約締結日 ～ H30.9.30 大阪府警察本部 会計課

府立高等職業技術専門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 6月 契約締結日 ～ H30.3.31 商工労働部 雇用推進室 人材育成課

PCB廃棄物濃度分析業務（府立労働センター）
065.その他廃棄物処
理 6月 契約締結日 ～ H31.3.31 商工労働部 商工労働総務課

安全・安心なまちづくりマニュアル製作業務
115．デザイン企画印
刷 6月頃 第二四半期 ～ 未定 危機管理

青少年・地域
安全室

治安対策課

関西国際空港周辺の航空機騒音実態調査業務
130．計量証明事業
に係る調査･検査 6月頃 契約締結日 ～ H31.2.15 環境農林水産部 環境管理室 交通環境課

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月頃 H31.9.1 ～ H31.3.31 環境農林水産部 中央卸売市場

大阪府営瓜破西住宅地積測量図作成業務 176．土地家屋調査 6月頃 契約締結日 ～ 10月 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

【総合評価】府税コールセンター運営業務 73．その他受付･案内 6月頃 H31.1.1 ～ H33.12.31 財務部 税務局
税務局徴税対策

課

【総合評価】税務窓口業務等委託業務 73．その他受付･案内 6月頃 H31.2.1 ～ H34.1.31 財務部 税務局
税務局徴税対策

課

旧大阪府立金剛コロニーもみのき寮他廃棄物収
集運搬処分業務

059.一般廃棄物(収
集･運搬) 6/1 H30.7.20 ～ H30.9.21 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

住宅・土地統計調査 広報実施業務の委託 106　総合広告代行 6/5 契約締結日 ～ H30.12.31 総務部 統計課

大阪府パスポートセンター手数料収納業務委託
073 その他受付･案
内 6/5 H30.10.1 ～ H33.9.30 府民文化部 パスポートセンター 調整課

庁内ネットワーク監視業務
145 情報処理サービ
ス 6/12 H31.1.1 ～ H35.12.31 総務部 ＩＴ・業務改革課

大阪府登録販売者試験（平成30年９月実施）運
営等補助業務

109　総合イベント 6/12 契約締結日 ～ H30.9.30 健康医療部 薬務課

大阪府庁舎本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

6/19 H30.8.10 ～ H31.3.15 総務部 庁舎室 庁舎管理課

税務情報システムに係る磁気テープ等の集配、
運搬及び遠隔地保管業務

141.システム運用・保
守 6/21 H30.9.1 ～ H33.8.31 財務部 税務局 税政課

ＰＣＢ廃棄物処分業務
063　特別管理産業
廃棄物(収集･運搬) 6月下旬 契約締結日 ～ H31.3.15 健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

ＰＣＢ廃棄物処分業務
064　特別管理産業
廃棄物(処分) 6月下旬 契約締結日 ～ H31.3.15 健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

スケアードストレイト教育技法を活用した交通安
全教室実施業務

109. 総合イベント 6/26 契約締結日 ～ H31.2.28 教育庁 教育振興室 保健体育課
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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

行政事務手数料収納窓口業務委託
073. その他受付･案
内 6/26 H30.9.1 ～ H33.9.30 会計局 ※会計局 会計総務課

大阪府東住吉警察署（仮庁舎）竣工に伴う物品
等移転業務

92 事務所移転 7月 契約締結日 ～ H30.10.31 大阪府警察本部 会計課

大阪府枚方警察署他放置車両確認事務等業務
（総合評価一般競争入札）

182 放置車両確認事
務 7月 H31.1.4 ～ H34.1.3 大阪府警察本部 会計課

大阪府天満警察署他放置車両確認事務等業務
（総合評価一般競争入札）

182 放置車両確認事
務 7月 H31.1.4 ～ H34.1.3 大阪府警察本部 会計課

大阪府曽根崎警察署他放置車両確認事務等業
務（総合評価一般競争入札）

182 放置車両確認事
務 7月 H31.1.4 ～ H34.1.3 大阪府警察本部 会計課

大阪府東警察署他放置車両確認事務等業務
（総合評価一般競争入札）

182 放置車両確認事
務 7月 H31.1.4 ～ H34.1.3 大阪府警察本部 会計課

大阪府南警察署放置車両確認事務等業務（総
合評価一般競争入札）

182 放置車両確認事
務 7月 H31.1.4 ～ H34.1.3 大阪府警察本部 会計課

大阪府東成警察署他放置車両確認事務等業務
（総合評価一般競争入札）

182 放置車両確認事
務 7月 H31.1.4 ～ H34.1.3 大阪府警察本部 会計課

大阪府浪速警察署他放置車両確認事務等業務
（総合評価一般競争入札）

182 放置車両確認事
務 7月 H31.1.4 ～ H34.1.3 大阪府警察本部 会計課

大阪府住吉警察署他放置車両確認事務等業務
（総合評価一般競争入札）

182 放置車両確認事
務 7月 H31.1.4 ～ H34.1.3 大阪府警察本部 会計課

大阪府立能勢高等学校実習送迎バス運行業務
（単価契約）

98 その他運行代行 7月 H30.11.1 ～ H33.10.31 教育庁 大阪府立能勢高等学校

授業料支援補助金事務処理支援システム構築
業務

140.システム企画･開
発 ７月 H30.9 ～ H31.7 教育庁 私学課

平成30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月頃 契約締結日 ～ H31.3.29 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

平成30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月頃 契約締結日 ～ H31.3.29 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

平成30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月頃 契約締結日 ～ H31.3.29 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

山辺地区伐倒整理ほか（30・森林防災）業務 193．森林管理 7月頃 契約締結日 ～ H31.3.20 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所

車作地区伐倒整理ほか（30・森林防災）業務 193．森林管理 7月頃 契約締結日 ～ H31.3.20 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所

箕面ビジターセンター受付業務 73．その他受付･案内 7月頃 H31.10.1 ～ H33.9.30 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所

大阪府営三原台住宅活用用地（建物及び土地）
鑑定業務（その１）

177．動産鑑定 7月頃 契約締結日 ～ 3月 住宅まちづくり部 住宅経営室 施設保全課

大阪府営三原台住宅活用用地（建物及び土地）
鑑定業務（その２）

177．動産鑑定 7月頃 契約締結日 ～ 3月 住宅まちづくり部 住宅経営室 施設保全課

7 / 13



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

保育士試験　保育実技講習会 174.研修 7/2 H30.9.3 ～ H31.2.28 福祉部 子ども室 子育て支援課

施設賠償責任保険 188. 損害保険 7/3 H30.9.1 ～ H31.9.1 教育庁 ※教育庁 施設財務課

大阪府庁舎本館外建築設備定期点検 005 電気設備 7/10 H30.8.29 ～ H31.2.28 総務部 庁舎室 庁舎管理課

大阪府庁舎別館外建築定期点検
187 建物･構造物各
種調査 7/10 H30.8.29 ～ H31.2.28 総務部 庁舎室 庁舎管理課

万博記念ビル清掃業務 001　庁舎清掃 7月中旬 H30.10.1 ～ H33.9.30 府民文化部 万博記念公園事務所

大阪府監察医事務所庁舎清掃業務 001　庁舎清掃 7/15 H30.10.1 ～ H33.9.30 健康医療部 監察医事務所

大阪府咲洲庁舎建築設備定期点検
009　空調･冷暖房･
換気設備 7/15 契約締結日 ～ H31.3.15 総務部 庁舎室 庁舎管理課

ピアノ調律業務（単価契約）① 170. 楽器調律 7/17 契約締結日 ～ H31.3.16 教育庁 ※教育庁 施設財務課

ピアノ調律業務（単価契約）② 170. 楽器調律 7/17 契約締結日 ～ H31.3.16 教育庁 ※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 7/17 契約締結日 ～ H31.3.16 教育庁 ※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 7/17 契約締結日 ～ H31.3.16 教育庁 ※教育庁 施設財務課

大阪府立東大阪高等職業技術専門校庁舎機械
警備業務

067.機械警備 7/17 H30.10.1 ～ H30.9.30 商工労働部
東大阪高等職業

技術専門校

第二方面機動警ら隊庁舎ほか１箇所清掃業務 001.庁舎清掃 7/20 H30.10.9 ～ H31.8.31 大阪府警察本部 施設課

大阪府咲洲庁舎非常用発電機設備点検　　（そ
の１）

005　電気設備 7/25 契約締結日 ～ H31.3.22 総務部 庁舎室 庁舎管理課

大阪府咲洲庁舎非常用発電機設備点検　　（そ
の２）

005　電気設備 7/25 契約締結日 ～ H31.3.22 総務部 庁舎室 庁舎管理課

自家用電気工作物保安管理業務①
006. 自家用電気工作
物保安管理 7/31 H30.10.1 ～ H33.9.30 教育庁 ※教育庁 施設財務課

自家用電気工作物保安管理業務②
006. 自家用電気工作
物保安管理 7/31 H30.10.1 ～ H33.9.30 教育庁 ※教育庁 施設財務課

自家用電気工作物保安管理業務③
006. 自家用電気工作
物保安管理 7/31 H30.10.1 ～ H33.9.30 教育庁 ※教育庁 施設財務課

自家用電気工作物保安管理業務④
006. 自家用電気工作
物保安管理 7/31 H30.10.1 ～ H33.9.30 教育庁 ※教育庁 施設財務課

自家用電気工作物保安管理業務⑤
006. 自家用電気工作
物保安管理 7/31 H30.10.1 ～ H33.9.30 教育庁 ※教育庁 施設財務課

自家用電気工作物保安管理業務⑥
006. 自家用電気工作
物保安管理 7/31 H30.10.1 ～ H33.9.30 教育庁 ※教育庁 施設財務課
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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

自家用電気工作物保安管理業務⑦
006. 自家用電気工作
物保安管理 7/31 H30.10.1 ～ H33.9.30 教育庁 ※教育庁 施設財務課

自家用電気工作物保安管理業⑧
006. 自家用電気工作
物保安管理 7/31 H30.10.1 ～ H33.9.30 教育庁 ※教育庁 施設財務課

自家用電気工作物保安管理業務⑨
006. 自家用電気工作
物保安管理 7/31 H30.10.1 ～ H33.9.30 教育庁 ※教育庁 施設財務課

自家用電気工作物保安管理業務⑩
006. 自家用電気工作
物保安管理 7/31 H30.10.1 ～ H33.9.30 教育庁 ※教育庁 施設財務課

大阪府平野警察署竣工に伴う物品等移転業務 92 事務所移転 8月 契約締結日 ～ H30.11.30 大阪府警察本部 会計課

訓練会場設営等委託 111．会場設営 8月頃 第３四半期 ～ 第３四半期 危機管理 危機管理室 災害対策課

記録映像作成（撮影、編集、DVD作成） 103．映画･ビデオ等 8月頃 第３四半期 ～ 第３四半期 危機管理 危機管理室 災害対策課

宿野地区植栽ほか（30・改良）業務 193．森林管理 8月頃 契約締結日 ～ H31.3.20 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所

私市地区伐倒整理（３０・森林防災）業務 193．森林管理 8月頃 契約締結日 ～ H31.2.28 環境農林水産部 みどり推進室
中部農と緑の総

合事務所

大阪府営岸和田大町住宅地積測量図作成業務 176．土地家屋調査 8月頃 契約締結日 ～ 3月 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

警察用船舶「よどがわ」中間検査受整備業務 085.船舶等保守点検 8/7 H30.9.12 ～ H30.12.21 大阪府警察本部 装備課

大阪府立池田高等学校他５校に係る環境整備
清掃等業務

001.庁舎清掃 8/7 H30.12.1 ～ H33.11.30 教育庁 教職員室 教職員人事課

大阪府立大阪北視覚支援学校他５校に係る環
境整備清掃等業務

001.庁舎清掃 8/7 H30.12.1 ～ H33.11.30 教育庁 教職員室 教職員人事課

ライフデザインセミナー（若者×社会人の交流
会）

110　イベント企画 8/7 契約締結日 ～ H31.3.30 府民文化部 男女参画・府民協働課

大阪府庁舎本館外空調機器保守点検業務
009　空調･冷暖房･
換気設備 8/21 契約締結日 ～ H31.3.20 総務部 庁舎室 庁舎管理課

大阪府旧職員会館ポリ塩化ビフェニル廃棄物
(感圧複写紙)収集・運搬業務

063　特別管理産業
廃棄物(収集･運搬) 8/21 契約締結日 ～ H31.3.20 総務部 庁舎室 庁舎管理課

平野警察署ほか1箇所庁舎清掃業務 001.庁舎清掃 8/21 H30.11.5 ～ H31.8.31 大阪府警察本部 施設課

大阪府東住吉警察署ほか低濃度ポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物収集運搬

063.特別管理産業廃
棄物(収集･運搬) 8/21 契約締結日 ～ H31.1.31 大阪府警察本部 施設課

大阪府西警察署外２５施設で使用する電気の調
達に係る単価契約

183 電力供給･売買 9月 H31.4.1 ～ H32.3.31 大阪府警察本部 会計課

大阪府南警察署（別館）竣工に伴う物品等移転
業務

92 事務所移転 9月 契約締結日 ～ H30.12.31 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
する電気の調達に係る単価契約

183.電力供給･売買 9月 H31.4.1 ～ H32.3.31 福祉部 福祉総務課
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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

平成30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月頃 契約締結日 ～ H31.3.29 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課

地黄地区植栽ほか（30・復旧）業務 193．森林管理 9月頃 契約締結日 ～ H31.3.20 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所

尺代地区植栽ほか（30・奥地）業務 193．森林管理 9月頃 契約締結日 ～ H31.3.20 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所

大沢地区植栽ほか（30・改良）業務 193．森林管理 9月頃 契約締結日 ～ H31.3.20 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所

大野町地区本数調整伐（３０・奥地）業務 193．森林管理 9月頃 第３四半期 ～ 2月 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（３０・森林防災）業務 193．森林管理 9月頃 第３四半期 ～ 2月 環境農林水産部
泉州農と緑の総

合事務所

春木川地区本数調整伐（３０・森林防災）業務 193．森林管理 9月頃 第３四半期 ～ 2月 環境農林水産部
泉州農と緑の総

合事務所

大阪府営枚方三栗住宅地積測量図作成業務 176．土地家屋調査 9月頃 契約締結日 ～ 3月 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

大阪府営泉佐野佐野台住宅地積測量図作成業
務

176．土地家屋調査 9月頃 契約締結日 ～ 3月 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

阪南丘陵外　宅地等維持管理業務　　　（その２） 49．除草・草刈 9月頃 契約締結日 ～ H31.1.15 住宅まちづくり部 タウン推進局 誘致整備課

リーフレット印刷及び府内高校への
発送業務

115．デザイン企画印
刷 9月頃 第三四半期 ～ 未定 ＩＲ推進局 推進課

簡易専用水道検査業務 139. その他検査 9/4 契約締結日 ～ H31.3.16 教育庁 ※教育庁 施設財務課

放送設備保守点検業務① 024. その他通信設備 9/4 契約締結日 ～ H31.3.16 教育庁 ※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 9/4 契約締結日 ～ H31.3.16 教育庁 ※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 9/4 契約締結日 ～ H31.3.16 教育庁 ※教育庁 施設財務課

低濃度PCB含有機器処理業務
063　特別管理産業
廃棄物(収集･運搬) 9月中旬 契約締結日 ～ H31.3.15 府民文化部 万博記念公園事務所

ＰＣＢ含有機器収集運搬業務
063　特別管理産業
廃棄物(収集･運搬) 9月中旬 契約締結日 ～ H31.3.15 府民文化部 万博記念公園事務所

自動車運転免許証更新時講習等業務（試験場
ブロック）

174 研修 10月 H31.4.1 ～ H36.3.31 大阪府警察本部 会計課

自動車運転免許証更新時講習等業務（北ブロッ
ク）

174 研修 10月 H31.4.1 ～ H36.3.31 大阪府警察本部 会計課

自動車運転免許証更新時講習等業務（南ブロッ
ク）

174 研修 10月 H31.4.1 ～ H36.3.31 大阪府警察本部 会計課

大阪府計量検定所外５施設で使用する電気の
調達に係る単価契約

183.電力供給・売買 10月頃 H31.4.1 ～ H32.3.31 商工労働部 商工労働総務課
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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

文化財調査事務所外１施設で使用する電気の
調達に係る単価契約

183.電力供給・売買 10月頃 H31.4.1 ～ H32.3.31 教育庁 教育総務企画課

大阪府なにわ北府税事務所外７施設で使用する
電気の調達に係る単価契約

183.電力供給・売買 10月頃 H31.4.1 ～ H32.3.31 財務部 税務局 税政課

放射線測定機器校正・点検委託
30．その他環境関係
測定機器 10月頃 第三四半期 ～ 未定 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設備点検 20．その他設備 10月頃 第三四半期 ～ 未定 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設備点検 20．その他設備 10月頃 第三四半期 ～ 未定 危機管理 危機管理室 防災企画課

地域防災計画作成委託
185．各種施策研究･
調査 10月頃 第三四半期 ～ 未定 危機管理 危機管理室 防災企画課

モニタリング観測局非常用発電機保守 20．その他設備 10月頃 第三四半期 ～ 未定 危機管理 危機管理室 防災企画課

堺第７－３区排水処理施設等維持管理（３０）業
務

75．下水道施設保守
点検 10月頃 第三四半期 ～ H31.3.31 環境農林水産部

循環型社会推
進室

資源循環課

尺代地区本数調整伐（30・復旧）業務 193．森林管理 10月頃 契約締結日 ～ H31.3.20 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所

山辺地区本数調整伐（30・保育）業務 193．森林管理 10月頃 契約締結日 ～ H31.3.20 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所

箕面地区伐倒整理ほか（30・森林防災）業務 193．森林管理 10月頃 契約締結日 ～ H31.3.20 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所

父鬼地区倒木対策(３０・森林防災)業務 193．森林管理 10月頃 第３四半期 ～ 2月 環境農林水産部
泉州農と緑の総

合事務所

春木川町地区竹林整備(３０・森林防災)業務 193．森林管理 10月頃 第３四半期 ～ 2月 環境農林水産部
泉州農と緑の総

合事務所

深日地区ほか倒木対策(３０・森林防災)業務 193．森林管理 10月頃 第３四半期 ～ 2月 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(３０・森林防災)業務 193．森林管理 10月頃 第３四半期 ～ 2月 環境農林水産部
泉州農と緑の総

合事務所

山中渓地区倒木対策ほか(３０・森林防災)業務 193．森林管理 10月頃 第３四半期 ～ 2月 環境農林水産部
泉州農と緑の総

合事務所

蕎原地区倒木対策ほか(３０・森林防災)業務 193．森林管理 10月頃 第３四半期 ～ 2月 環境農林水産部
泉州農と緑の総

合事務所

多奈川地区間伐ほか(３０・府営林)業務 193．森林管理 10月頃 第３四半期 ～ 2月 環境農林水産部
泉州農と緑の総

合事務所

大阪府営吹田古江台住宅地積測量図作成業務 176．土地家屋調査 10月頃 契約締結日 ～ 1月 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

大阪府営高槻深沢住宅地積測量図作成業務 176．土地家屋調査 10月頃 契約締結日 ～ 3月 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

弘川地区本数調整伐（30・奥地）業務 193．森林管理 10月頃 契約締結日 ～ H31.2.28 環境農林水産部
南河内農と緑の

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

島の谷地区本数調整伐（30・奥地）業務 193．森林管理 10月頃 契約締結日 ～ H31.2.28 環境農林水産部
南河内農と緑の

総合事務所

滝畑地区ほか本数調整伐等（30・保育）業務 193．森林管理 10月頃 契約締結日 ～ H31.2.28 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（30・森林防災）業務 193．森林管理 10月頃 契約締結日 ～ H31.2.28 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（30・森林防災）業務 193．森林管理 10月頃 契約締結日 ～ H31.2.28 環境農林水産部
南河内農と緑の

総合事務所

千早地区本数調整伐（30・森林防災）業務 193．森林管理 10月頃 契約締結日 ～ H31.2.28 環境農林水産部
南河内農と緑の

総合事務所

日野地区本数調整伐（30・森林防災）業務 193．森林管理 10月頃 契約締結日 ～ H31.2.28 環境農林水産部
南河内農と緑の

総合事務所

滝畑地区間伐等（30・府営林）業務 193．森林管理 10月頃 契約締結日 ～ H31.1.31 環境農林水産部
南河内農と緑の

総合事務所

滝畑地区ほか竹林伐採等（30・森林防災）業務 193．森林管理 10月頃 契約締結日 ～ H31.3.15 環境農林水産部
南河内農と緑の

総合事務所

平成３０年度　漁業取締船「はやなみ」
冬期保守点検業務委託

85．船舶等保守点検 10月頃 契約締結日 ～ H31.2.15 環境農林水産部 水産課

堺第7-3区共生の森植樹イベント業務 50．草地管理 10月頃 契約締結日 ～ H31.3.13 環境農林水産部 みどり推進室 みどり企画課

大阪府職員に対する定期健康診断等に関する
業務委託

138 集団検診 10/2 契約締結日 ～ H34.3.31 総務部 企画厚生課

交通反則通告事務システム改修業務
140.システム企画･開
発 10/4 契約締結日 ～ H31.3.31 大阪府警察本部 施設課

大阪府立支援学校における学校給食調理業務 128. 学校給食 10/9 H31.3.1 ～ H33.7.31 教育庁 教育振興室 保健体育課

平成31年大阪府警察年頭視閲式会場設営業務 109.総合イベント 10/9 H30.11.20 ～ H31.1.14 大阪府警察本部 施設課

大阪府警察本部本庁舎で使用する電気の調達
に係る単価契約

183 電力供給･売買 11月 H31.4.1 ～ H32.3.31 大阪府警察本部 会計課

 
PCB廃棄物収集運搬業務（大阪産技研、府立南
大阪技専校）

063.特別管理産業廃
棄物(収集･運搬) 11月頃 契約締結日 ～ H30.3.31 商工労働部 商工労働総務課

建設資材価格調査（３０）業務
147．その他情報処
理 11月頃 契約締結日 ～ 3月 環境農林水産部 検査指導課

山辺地区整理伐（30・予防）業務 193．森林管理 11月頃 契約締結日 ～ H31.3.20 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所

山辺地区本数調整伐（30・森林防災）業務 193．森林管理 11月頃 契約締結日 ～ H31.3.20 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所

成合地区本数調整伐（30・森林防災）業務 193．森林管理 11月頃 契約締結日 ～ H31.3.20 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所

宿野地区本数調整伐（30・森林防災）業務 193．森林管理 11月頃 契約締結日 ～ H31.3.20 環境農林水産部
北部農と緑の総

合事務所
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尊延寺地区本数調整伐（３０・復旧）業務 193．森林管理 11月頃 契約締結日 ～ H31.2.28 環境農林水産部
中部農と緑の総

合事務所

北河内地区ほか整理伐等（３０・森林防災）業務 193．森林管理 11月頃 契約締結日 ～ H31.2.28 環境農林水産部
中部農と緑の総

合事務所

平野地区整備伐（３０・府民参加の森）業務 193．森林管理 11月頃 契約締結日 ～ H31.2.28 環境農林水産部
中部農と緑の総

合事務所

中河内地区ほか整理伐等（３０・森林防災）業務 193．森林管理 11月頃 契約締結日 ～ H31.2.28 環境農林水産部
中部農と緑の総

合事務所

孝子地区本数調整伐（３０・奥地）業務 193．森林管理 11月頃 第３四半期 ～ 2月 環境農林水産部
泉州農と緑の総

合事務所

大阪府営原山台3丁住宅地積測量図作成業務 176．土地家屋調査 11月頃 契約締結日 ～ 3月 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

大阪府営原山台4丁住宅地積測量図作成業務 176．土地家屋調査 11月頃 契約締結日 ～ 3月 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

厨房系排気ダクト・ファン清掃作業 004　その他清掃 11/9 契約締結日 ～ H31.3.22 総務部 庁舎室 庁舎管理課

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 11/28 H31.4.1 ～ H32.3.31 総務部 庁舎室 庁舎管理課

女性相談センター給食調理業務 127.病院給食 12月 H31.3.1 ～ H34.2.28 福祉部 女性相談センター

ウメ輪紋ウイルス感染樹等伐採処分（３０・中部
地区）業務

51．樹木管理 12月頃 契約締結日 ～ H31.3.22 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（３０・南河
内地区）業務

51．樹木管理 12月頃 契約締結日 ～ H31.3.22 環境農林水産部 農政室 推進課

交通管制センター中央装置運用保守業務
141.システム運用･保
守 12/10 H31.3.1 ～ H36.2.28 大阪府警察本部 施設課

旧成人病センター電気設備点検整備業務
181 その他保守点検
整備 12/21 H31.2.1 ～ H31.3.31 健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

学校納付金等システム開発事業費
140. システム企画･
開発 1/12 H31.3.1 ～ H32.3.1 教育庁 ※教育庁 施設財務課

大阪府営金岡東第１住宅外７件アスベスト含有
分析調査業務

133．その他環境に係
る調査 未定 契約締結日 ～ 9月 住宅まちづくり部 公共建築室 住宅設計課

万博実施法人設立検討業務委託
185．各種施策研究･
調査 未定 未定 ～ 未定 政策企画部

万博誘致推進
室

─

原子力防災基礎研修等実施委託 174．研修 未定 契約締結日 ～ H31.3.31 危機管理 危機管理室 防災企画課
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