
平成２１年度　建設工事随意契約一覧　（予定価格（税込み）が２５０万円を超える建設工事）

部　局　名 グループ名 契約の相手方 契約件名
契約金額

（税込）（円）
適用条項 随意契約理由

1 政策企画部
青少年・地
域安全室

青少年課 健全育成 （株）ゼニライトブイ
府立青少年海洋センター
灯浮標104型整備工事

20100326 20100331 3,073,350
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-01.pdf

2 都市整備部 港湾局 総務企画課 総務グループ （株）電業社機械製作所
泉州海岸
車屋川排水機場主機関外補修工事

20100210 20100326 5,040,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-02.pdf

3 都市整備部 港湾局 総務企画課 総務グループ 日立造船（株）
泉州海岸
岸和田水門
緩衝装置外非常用駆動エンジン補修工事

20100210 20100326 8,610,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-03.pdf

4 都市整備部 総務･契約グループ （株）山下工務店
一般国道
４２３号道路災害防除工事（その３）

20100302 20100430 2,940,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第８号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-04.pdf

5 都市整備部 道路整備グループ （株）エイワット
一般国道４２３号
道路照明灯ＬＥＤ化モデル工事

20100204 20100319 23,100,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-05.pdf

6 都市整備部 環境整備G （株）因幡電機製作所
一般国道４７９号
道路照明灯ＬＥＤ化モデル工事

20100212 20100319 10,710,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-06.pdf

7 都市整備部 総務グループ （株）因幡電機製作所
一般国道３０８号
道路照明灯ＬＥＤ化モデル工事

20100210 20100319 11,655,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-07.pdf

8 都市整備部 総務グループ （株）高山組
主要地方道
堺かつらぎ線道路路肩補修工事

20100318 20100430 9,859,500
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第５号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-08.pdf

9 都市整備部 水門グループ 西菱電機（株）大阪支社
一級河川　木津川
鉄扉監視設備通信ケーブル修繕工事

20100212 20100324 2,835,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-09.pdf

10 都市整備部 設備グループ 三菱電機（株）関西支社
一級河川　寝屋川
水防情報端末装置更新工事

20100202 20100531 22,995,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-10.pdf

11 都市整備部 総務グループ （株）鶴見製作所
寝屋川流域下水道
長吉ポンプ場
汚水ポンプ設備更新工事（その２）

20100201 20101130 58,674,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-11.pdf

12 都市整備部 総務グループ 三菱電機（株）
寝屋川流域下水道
竜華水みらいセンター
遠隔監視制御設備工事（その２）

20100210 20100630 78,750,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-12.pdf

13 都市整備部 総務グループ （株）日立製作所
寝屋川流域下水道
なわて水みらいセンター
遠隔監視制御設備工事（その２）

20100226 20100630 96,075,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-13.pdf

14 都市整備部 渚水みらいセンター 月島機械（株）
淀川左岸流域下水道
渚水みらいセンター３系溶融炉補修工事

20100203 20100315 19,950,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-14.pdf

15 都市整備部 鴻池水みらいセンター
ヤンマーエネルギー
システム（株）

寝屋川流域下水道
茨田ポンプ場（古川）
ディーゼルエンジン冷却装置等補修工事

20100218 20100319 10,290,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-15.pdf

池田土木事務所

茨木土木事務所

枚方土木事務所

２月～３月分

所属名 契約期間

八尾土木事務所

富田林土木事務所

西大阪治水事務所

寝屋川水系改修工営所

東部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所



16 都市整備部 湾岸北部管理センター クボタ環境サービス（株）
南大阪湾岸流域下水道
北部水みらいセンター（汚泥処理）
高分子系ｹｰｷﾎｯﾊﾟｰﾌｨｰﾀﾞｰ補修工事

20100202 20100326 10,867,500
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-16.pdf

17 住宅まちづくり部 公共建築室 設備課 住宅機械グループ
大阪瓦斯（株）
リビング事業部
北東部リビング営業部

大阪府営高槻深沢第４期高層住宅
（建て替え）新築ガス設備工事

20100201 20110624 29,662,500
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-17.pdf

18 住宅まちづくり部 公共建築室 設備課 住宅機械グループ
大阪瓦斯（株）
リビング事業部
大阪リビング営業部

大阪府営矢田部第３期高層住宅
（建て替え）新築ガス設備工事

20100201 20110422 18,532,500
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-18.pdf

19 水道部 企画整備課 日立製作所（株）関西支社
庭窪浄水場
取水施設監視制御設備改良工事その１

20100323 20100930 10,500,000
地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-19.pdf

20 教育委員会事務局 調整グループ （株）矢野造園土木
大阪府立八尾支援学校分校（仮称）
通学バス進入路設置工事

20100226 20100329 4,914,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第５号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2202_03-20.pdf

部　局　名 グループ名 契約の相手方 契約件名
契約金額

（税込）（円）
適用条項 随意契約理由

1 都市整備部 河川室 河川環境課 防災グループ 西菱電機（株）大阪支社 大阪府水防災情報システム補修工事 20091224 20100315 14,175,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-01.pdf

2 都市整備部 道路整備グループ （株）馬場建設
都市計画道路
十三高槻線街路築造工事その２

20100108 20100531 199,500,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第６号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-02.pdf

3 都市整備部 道路整備グループ 北川ヒューテック（株）
主要地方道　枚方交野寝屋川線
（都市計画道路　梅が丘黒原線）
道路改良工事（北工区）その２

20091225 20100430 141,750,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第６号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-03.pdf

4 都市整備部 公園緑地課 テラルシントー（株） 寝屋川公園中央広場噴水改修工事 20100129 20100325 7,875,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-04.pdf

5 都市整備部 河川砂防グループ （株）エム・テック近畿支店
二級河川百舌鳥川改修工事２１－２工区
（無名橋上部工）

20091207 20100226 12,915,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第8号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-05.pdf

6 都市整備部 設備グループ 西菱電機（株）大阪支社
一級河川　木津川
水門遠隔監視操作システム
光ケーブル移設工事

20091209 20100226 3,129,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-06.pdf

7 都市整備部 水門グループ
三菱電機ビルテクノ
サービス（株）関西支社

一級河川　安治川（旧淀川）外
安治川水門外エレベータ修繕工事

20100119 20100315 6,762,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-07.pdf

8 都市整備部 管理グループ
（株）荏原由倉
ハイドロテック大阪支社

淀川右岸流域下水道　高槻水みらい
センターB系送風機補修工事

20091201 20100319 16,532,250

地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-08.pdf

9 都市整備部 管理グループ 月島機械（株）大阪支社
淀川右岸流域下水道　高槻水みらい
センター南脱水ケーキ
圧送ポンプ補修工事

20100107 20100517 23,310,000

地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-09.pdf

10 都市整備部 総務グループ ダイハツディーゼル（株）
寝屋川流域下水道小阪合ポンプ場
ＮＯ．２雨水ポンプエンジン用
油冷却器補修工事

20091207 20100315 3,465,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-10.pdf

11 都市整備部 総務グループ メタウォーター（株）
淀川左岸流域下水道　渚水みらい
センター濃縮電気設備工事

20091211 20110228 39,375,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-11.pdf東部流域下水道事務所

西大阪治水事務所

北部流域下水道事務所

北部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

枚方土木事務所

枚方土木事務所

鳳土木事務所

西大阪治水事務所

１２月～１月分

所属名 契約期間

茨木土木事務所

庭窪浄水場

教育振興室支援教育課

南部流域下水道事務所



12 都市整備部 総務グループ （株）安川電機
寝屋川流域下水道長吉ポンプ場
汚水ポンプ電気設備更新工事
（その２）

20100120 20101130 87,150,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-12.pdf

13 都市整備部 設備グループ （株）明電舎
南大阪湾岸流域下水道
北部水みらいセンター
焼却炉電気設備工事（その２）

20100127 20110228 189,000,000
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-13.pdf

14 都市整備部 大和川工区 （株）安川電機
大和川下流流域下水道
長野中継ポンプ場
電気設備工事

20091208 20101130 26,250,000
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-14.pdf

15 都市整備部 大和川工区 （株）東芝
大和川下流流域下水道
今池水みらいセンター
混合汚泥貯留槽電気設備工事

20091209 20110131 44,205,000
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-15.pdf

16 都市整備部 北部管理センター （株）昭和起重機製作所
南大阪湾岸流域下水道
北部水みらいセンター（汚泥処理）
２号バケットクレーン補修工事

20091204 20100315 7,644,000
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-16.pdf

17 都市整備部 北部管理センター クボタ環境サービス（株）
南大阪湾岸流域下水道
北部水みらいセンター（汚泥処理）
３系汚泥溶融炉スラグポート補修工事

20091222 20100930 99,225,000
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-17.pdf

18 都市整備部 中部管理センター メタウォーター（株）
南大阪湾岸流域下水道
中部水みらいセンター
主電気棟無停電電源装置外補修工事

20091225 20100326 11,550,000
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-18.pdf

19 都市整備部 南部管理センター （株）栗本鐵工所
南大阪湾岸流域下水道
南部水みらいセンター
汚泥分配槽可動堰補修工事

20100113 20100326 4,956,000
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-19.pdf

20 住宅まちづくり部 公共建築室 一般建築課  設計工事第２グループ 南海辰村建設（株）
大阪府自動車税事務所寝屋川分室撤去
工事

20100105 20100310 9,450,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第６号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-20.pdf

21 水道部 浄水課
荏原エンジニアリング
サービス（株）大阪支店

村野浄水場　平面系高度浄水処理棟
粒状活性炭吸着池空気渠壁面補修工事

20091014 20100315 12,180,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第５号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-21.pdf

22 水道部
浄水管理課
（大庭グループ）

（株）東芝関西支社
大庭浄水場
排水処理系水質計器設備改良工事

20091211 20100316 7,875,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第2号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-22.pdf

23 水道部 整備課 三菱電機（株）関西支社
村野浄水場
監視制御設備改良工事（浄水系）

20100115 20101130 126,000,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第2号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-23.pdf

24 水道部 企画整備課
日立製作所（株）関西支
社

庭窪浄水場ほか　監視制御設備改良工事 20100114 20100324 24,150,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第2号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-24.pdf

25 水道部 企画整備課 三菱電機（株）関西支社 大庭浄水場　監視制御設備改良工事 20100121 20100324 18,900,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第2号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-25.pdf

26 水道部 調査課 三菱電機（株）関西支社
東除ポンプ場ほか伝送設備設置工事
 （その２）

20100115 20100730 21,525,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第2号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-26.pdf

27 水道部 調査課
（株）日立製作所
関西支社

東除ポンプ場ほか伝送設備設置工事
（その３）

20100118 20100730 57,750,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第2号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-27.pdf

28 水道部 送水課 日本エレベ－タ－製造（株
南部水道事業所　エレベ－タ－設備設置
工事

20100128 20100730 13,125,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第6号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-28.pdf南部水道事業所

庭窪浄水場

庭窪浄水場

送水管理センター

送水管理センター

南部流域下水道事務所

村野浄水場

庭窪浄水場

村野浄水場

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所



29 教育委員会 施設整備グループ
大阪瓦斯（株）導管事業
部
北東部導管部

大阪府立門真なみはや高等学校
ガス管改修工事

20091208 20100325 18,010,650

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-29.pdf

30 教育委員会 施設整備グループ （有）ヴェルティス
大阪府立交野支援学校分校（仮称）
内部改修工事（その２）

20090120 20100323 3,465,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-30.pdf

31 教育委員会 施設整備グループ （株）大樹
大阪府立八尾支援学校分校（仮称）
内部改修工事（その２）

20090125 20100323 7,560,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-31.pdf

32 警察本部 安全施設第１係 共栄電業（株） 信号機改良工事（第５２回）（設置工事） 20091202 20100316 24,990,000

地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項第６号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-32.pdf

33 警察本部 安全施設第１係 三浦電気工事（株） 信号機改良工事（第５３回）（設置工事） 20091210 20100316 28,350,000

地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項第８号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-33.pdf

34 警察本部 安全施設第１係 （株）大和電業所 信号機改良工事（第６０回）（設置工事） 20091217 20100323 24,045,000

地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項第８号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-34.pdf

35 警察本部 安全施設第１係 内田電設（株） 信号機改良工事（第６１回）（設置工事） 20091210 20100323 26,250,000

地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項第８号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-35.pdf

36 警察本部 安全施設第１係 三菱電機（株）関西支社
交通監視用テレビ
中央装置高度化整備工事

20091210 20100319 6,825,000

地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-36.pdf

37 警察本部 安全施設第１係 オムロン（株）大阪事業所
回線集約改修工事
（集約　大北町交差点ほか）

20091215 20100319 39,847,500

地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-37.pdf

38 警察本部 安全施設第１係
パナソニック
システムソリューションズ
ジャパン（株）関西社

回線集約改修工事
（集約　大仙西町２丁交差点ほか）

20091224 20100319 19,845,000

地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-38.pdf

39 警察本部 安全施設第１係 日本信号（株）大阪支社
回線集約改修工事
（集約　豊川５丁目交差点ほか）

20091224 20100319 6,090,000

地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-39.pdf

40 警察本部 安全施設第１係 小糸工業（株）大阪支店
回線集約改修工事
（集約　中津浜交差点ほか）

20091224 20100319 11,287,500

地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-40.pdf

41 警察本部 安全施設第１係 （株）京三製作所　大阪支社
回線集約改修工事
（集約　葛ノ葉町西交差点ほか）

20091224 20100319 3,969,000

地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-41.pdf

42 警察本部 安全施設第１係 三菱電機（株）関西支社
回線集約改修工事
（集約　東大阪変電所北交差点ほか）

20091224 20100319 8,177,400

地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-42.pdf

43 警察本部 安全施設第１係 住友電気工業（株）
回線集約改修工事
（集約　佐竹台２丁目交差点ほか）

20091224 20100319 41,475,000

地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-43.pdf

44 警察本部 安全施設第１係 東芝特機電子（株）
回線集約感知器改修工事
（集約　砂西交差点ほか）

20091224 20100319 3,885,000

地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2112_01-44.pdf

部　局　名 グループ名 契約の相手方 契約件名
契約金額

（税込）（円）
適用条項 随意契約理由

施設課

施設課

施設課

施設課

施設課

施設課

施設課

施設課

施設課

施設課

施設課

施設課

施設課

施設課

施設課

施設課

１０月～１１月分

所属名 契約期間



1 都市整備部 河川室 河川環境課 防災グループ 三菱電機（株）関西支社
大阪府
河川情報基盤整備工事（統制局）その４

20091008 20100730 167,475,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-01.pdf

2 都市整備部 港湾局 総務企画課 総務グループ 三井造船（株）関西支社
堺泉北港
助松コンテナターミナルＢ－１ガントリークレー
ンＮｏ．２巻上・走行インバータ盤緊急補修工事

20091030 20091215 4,200,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第５号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-02.pdf

3 都市整備部 太間管理G （株）電業社機械製作所
一級河川　寝屋川導水路
太間排水機場主ポンプ設備補修工事

20091006 20100226 11,938,500
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-03.pdf

4 都市整備部 企画G 国際航業（株）大阪支店
一般国道　１７０号外
道路施設現況調査集計解析及び
運用マニュアル等作成業務委託

20091023 20100226 10,710,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-04.pdf

5 都市整備部 計画補修グループ 上都建設（株）
一般府道
富田林五条線北谷橋耐震補強補修工事

20091030 20100226 32,445,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第８号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-05.pdf

6 都市整備部 河川砂防グループ 北野建設（株）
一級河川
千早川（寛弘寺地区）災害応急工事

20091013 20091228 4,567,500
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第５号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-06.pdf

7 都市整備部 河川砂防グループ （株）建匠
一級河川
天見川（上田地区）災害応急工事

20091013 20091228 3,360,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第５号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-07.pdf

8 都市整備部 管理グループ （株）酉島製作所
二級河川王子川
排水機場減速機分解整備工事

20091116 20100316 31,290,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-08.pdf

9 都市整備部 施設グループ
（株）酉島製作所
大阪支店

一級河川　神埼川　旧猪名川排水機場
２号主ポンプ動力伝達装置補修工事

20091008 20100630 42,630,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-09.pdf

10 都市整備部 設備グループ ダイハツディーゼル（株）
一級河川　平野川分水路排水機場
ディーゼルエンジン改修工事

20091019 20100315 18,847,500
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-10.pdf

11 都市整備部 管理グループ 阪神動力機械（株）
淀川右岸流域下水道　高槻水みらい
センターＥ系水処理攪拌機補修工事

20091125 20100319 2,940,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-11.pdf

12 都市整備部 管理グループ
クボタ環境サービス（株）
大阪営業所

淀川右岸流域下水道　高槻水みらい
センター急速ろ過ポンプ補修工事

20091125 20100319 5,775,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-12.pdf

13 都市整備部 管理グループ ダイハツディーゼル（株）
安威川流域下水道　味舌ポンプ場山田系
ＮＯ４ディーゼルエンジン補修工事

20091125 20100226 6,090,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-13.pdf

14 都市整備部 総務グループ 関西日立（株）
寝屋川流域下水道　寺島ポンプ場
ⅠＴⅤ設備補修工事

20091021 20100226 4,410,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-14.pdf

15 都市整備部 総務グループ ダイハツディーゼル（株）
寝屋川流域下水道　太平ポンプ場
ディーゼルエンジン補修工事

20091009 20091218 9,975,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第５号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-15.pdf

16 都市整備部 総務グループ 化工機プラント環境エンジ（株）
寝屋川流域下水道　長吉ポンプ場
沈砂搬出用搬出機補修工事

20091028 20100315 8,400,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第５号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-16.pdf

17 都市整備部 大井管理センター 神鋼環境メンテナンス（株）
大和川下流流域下水道
大井水みらいセンターＮｏ．２脱水機
補修工事

20091020 20100226 19,425,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-17.pdf

枚方土木事務所

枚方土木事務所

富田林土木事務所

富田林土木事務所

富田林土木事務所

鳳土木事務所

西大阪治水事務所

寝屋川水系改修工営所

北部流域下水道事務所

北部流域下水道事務所

北部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所



18 都市整備部 湾岸北部管理センター 巴工業（株）
南大阪湾岸流域下水道
北部水みらいセンター（汚泥処理）
Ｎｏ．３遠心濃縮機補修工事

20091030 20100226 7,297,500
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-18.pdf

19 都市整備部 湾岸南部管理センター （株）大成電機工業所
南大阪湾岸流域下水道
南部水みらいセンター
ＮＯ．２脱水ケーキ移送ポンプ修繕

20091106 20100115 2,292,150
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第５号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-19.pdf

20 都市整備部 大井管理センター （株）安川電機
大和川下流流域下水道
大井水みらいセンター外
インバータ補修工事

20091125 20100305 9,292,500
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-20.pdf

21 都市整備部 狭山管理センター
（株）ジーエス・ユアサ
パワーサプライ

大和川下流流域下水道
狭山水みらいセンター外
直流電源装置等補修工事

20091130 20100312 22,260,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-21.pdf

22 都市整備部 設備グループ （株）石垣
南大阪湾岸流域下水道
北部水みらいセンター
脱水機設備更新工事（その２）

20091125 20110228 120,855,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-22.pdf

23 都市整備部 総務グループ 日特建設（株）大阪支店
主要地方道　茨木亀岡線付替道路
地盤改良工事（大門寺工区その２）

20091022 20091130 23,625,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第６号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-23.pdf

24 住宅まちづくり部 公共建築室 設備課 一般設備グループ 港振興業（株）
大阪府布施警察署
新築電気設備追加工事

20091001 20101029 12,600,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第６号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-24.pdf

25 住宅まちづくり部 公共建築室 設備課 一般設備グループ （株）クリタス西日本支社
大阪府立金剛コロニー
汚水処理場改修設備工事

20091029 20100226 19,425,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-25.pdf

26 住宅まちづくり部 公共建築室 設備課 一般設備グループ
日立プラント建設サービス
（株）関西事業所

大阪府立消防学校科学消防教育施設
排水処理設備改修工事

20091029 20100210 11,760,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-26.pdf

27 住宅まちづくり部 タウン推進室 整備課 整備グループ （株）延希工業
南大阪湾岸　周辺緑地
（りんくう南浜１号緑地）応急整備工事
（南地区）

20091111 20091228 4,200,000
地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第５号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-27.pdf

28 水道部 浄水課 （株）錢高組　大阪支社 村野浄水場　構内配管漏水修理工事 20090701 20091130 15,225,000
地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第５号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-28.pdf

29 水道部 調査課 古河電池（株） 無停電電源設備補修工事（その２） 20091005 20100315 16,800,000
地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-29.pdf

30 水道部 調査課
三菱電機プラント
エンジニアリング（株）

計算機設備補修工事（その１） 20091006 20100315 35,700,000
地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-30.pdf

31 水道部 調査課 朝日企業（株） オゾン設備補修工事（その３） 20091005 20100315 54,600,000
地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-31.pdf

32 水道部 調査課 清和エンジニアリング（株） 排泥設備補修工事（その１） 20091006 20100226 15,225,000
地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-32.pdf

33 水道部 調査課 清和エンジニアリング（株） ポンプ設備補修工事（その２） 20091006 20100315 33,390,000
地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-33.pdf

34 水道部 調査課
三菱電機プラント
エンジニアリング（株）

ろ過池配電盤設備補修工事 20091006 20100315 6,090,000
地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-34.pdf

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

安威川ダム建設事務所

村野浄水場

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター



35 水道部 送水課 向洋電機（株）
分岐量水器検定補修工事
（柿ノ木分岐・豊中市ほか１箇所）

20091015 20100226 5,985,000
地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-35.pdf

36 水道部 送水課
愛知時計電機（株）
大阪支店

工水量水器補修（東部水道事業所管内） 20091026 20100122 4,410,000
地方公営企業法
施行令第21条の14
第1項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-36.pdf

37 警察本部 安全施設第１係 （株）日本無線　関西支社
路側通信端末整備工事
（路側通信一条通）

20091110 20100319 25,200,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2110_11-37.pdf

部　局　名 グループ名 契約の相手方 契約件名
契約金額

（税込）（円）
適用条項 随意契約理由

1 総務部 調整課 南海辰村建設 （株）
大阪府大阪自動車税事務所寝屋川分室
内装工事

20090901 20091031 4,252,500

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第６号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-01.pdf

2 都市整備部 計画補修グループ 早川建設（株）
主要地方道　大阪生駒線
法面応急対応工事

20090824 20091030 9,282,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第５号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-02.pdf

3 都市整備部 計画補修グループ 亀田コンストラクト（株）
一般国道　170号環境対策舗装工事
（緊急対応工事）

20090916 20091030 9,765,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第６号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-03.pdf

4 都市整備部 設備グループ
クボタ環境サービス（株）
大阪営業所

一級河川　旧淀川毛馬排水機場
自動除塵機修繕工事

20090928 20100319 3,885,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-04.pdf

5 都市整備部 水門グループ
（株）日立製作所
関西支社

一級河川　六軒家川　六軒家川
水門制御ケーブル外敷設工事

20090901 20100129 11,025,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-05.pdf

6 都市整備部 管理グループ 阪神動力機械（株）
安威川流域下水道
中央水みらいセンター
水処理攪拌機補修工事

20090911 20091225 6,300,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-06.pdf

7 都市整備部 設備グループ 月島機械（株）大阪支社
安威川流域下水道
中央水みらいセンター
溶融炉ボイラー設備工事

20090930 20100531 79,800,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-07.pdf

8 都市整備部 総務グループ メタウォｰタｰ（株）
寝屋川流域下水道
川俣水みらいセンター
焼却炉設備補修工事

20090812 20100226 34,650,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-08.pdf

9 都市整備部 総務グループ メタウォｰタｰ（株）
淀川左岸流域下水道
渚水みらいセンター
生物脱臭装置補修工事

20090812 20100205 35,385,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-09.pdf

10 都市整備部 総務グループ （株）エヌケーエス
淀川左岸流域下水道
渚水みらいセンター
自動採水器補修工事

20090915 20091225 9,607,500
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-10.pdf

11 都市整備部 今池管理センター （株）東芝　関西支社
大和川下流流域下水道
今池水みらいセンター
インバータ補修工事

20090828 20100226 8,820,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-11.pdf

12 都市整備部
湾岸北部
管理センター

クボタ環境サービス（株）
大阪営業所

南大阪湾岸流域下水道
北部水みらいセンター（汚泥処理）
ケーキ搬送ポンプ補修工事

20090819 20100315 40,950,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-12.pdf

13 住宅まちづくり部 公共建築室 設備課 設備計画グループ
東芝エレベータ（株）
関西支社

大阪府立労働センター昇降機
設備改修工事

20090918 20100324 40,950,000
地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-13.pdf

８月～９月分

所属名 契約期間

大阪自動車税事務所

枚方土木事務所

枚方土木事務所

西大阪治水事務所

西大阪治水事務所

北部流域下水道事務所

北部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

東部水道事業所

施設課　　　

北部水道事業所



14 水道部 調査課
清和エンジニアリング
（株）

水位制御設備補修工事 20090828 20100226 11,235,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-14.pdf

15 水道部 調査課 朝日企業（株） ポンプ設備補修工事（その１） 20090817 20100226 28,875,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-15.pdf

16 水道部 調査課 朝日企業（株） 電動機設備補修工事（その１） 20090812 20100226 22,575,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-16.pdf

17 水道部 調査課
清和エンジニアリング
（株）

計算機設備補修工事（その２） 20090828 20100226 15,750,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-17.pdf

18 水道部 調査課 三機工業（株） マシンハッチ設備補修工事 20090810 20100226 3,202,500

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-18.pdf

19 水道部 調査課 クボタ環境サービス（株） 活性炭吸着池設備補修工事（その３） 20090807 20100129 11,550,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-19.pdf

20 水道部 調査課
（株）ジーエス・ユアサ
パワーサプライ

無停電電源設備補修工事（その１） 20090803 20100226 19,425,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-20.pdf

21 水道部 調査課
清和エンジニアリング
（株）

電動機設備補修工事（その２） 20090807 20100129 22,680,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-21.pdf

22 水道部 調査課 クボタ環境サービス（株） 除砂機設備補修工事 20090821 20100226 3,885,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-22.pdf

23 水道部 調査課 （株）クリモトテクノス バルブ設備補修工事（その２） 20090806 20100226 15,540,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-23.pdf

24 水道部 調査課
三菱電機プラント
エンジニアリング（株）

オゾン設備補修工事（その１） 20090818 20100226 118,650,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-24.pdf

25 水道部 調査課 西菱電機（株） 伝送設備補修工事 20090803 20100315 22,050,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-25.pdf

26 水道部 調査課 西菱電機（株） 防犯設備補修工事 20090803 20100226 5,775,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-26.pdf

27 水道部 調査課
住友重機械
精機販売（株）

減速機設備補修工事 20090817 20100226 20,580,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-27.pdf

28 水道部 調査課 ユニチカ（株） 活性炭吸着池設備補修工事（その２） 20090810 20100226 5,376,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-28.pdf

29 水道部 調査課
清和エンジニアリング
（株）

オゾン設備補修工事（その２） 20090828 20100226 24,780,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-29.pdf

30 水道部 調査課 向洋電機（株） 次亜制御設備補修工事 20090813 20100315 13,020,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-30.pdf

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター



31 水道部 調査課 （株）守谷商会 ポンプ設備補修工事（その３） 20090831 20100315 41,475,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-31.pdf

32 水道部 調査課 （株）酉島製作所 ポンプ設備補修工事（その４） 20090824 20100129 8,715,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-32.pdf

33 水道部 調査課
三菱電機プラント
エンジニアリング（株）

電動機設備補修工事（その３） 20090915 20100315 40,530,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-33.pdf

34 水道部 調査課 朝日企業（株） 排泥設備補修工事（その２） 20090910 20100226 28,140,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-34.pdf

35 水道部 調査課 朝日企業（株） 活性炭吸着池設備補修工事（その１） 20090910 20100315 12,705,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-35.pdf

36 水道部 調査課 磯村豊水機工（株） 薬品注入設備補修工事（その１） 20090925 20100315 69,300,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-36.pdf

37 水道部 調査課 （株）日立製作所 コージェネレーション設備補修工事 20090928 20100315 47,250,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-37.pdf

38 水道部 送水課
愛知時計電機（株）
大阪支店

南部水道事業所管内
量水器検定補修工事（その１）

20090925 20100312 6,016,500

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-38.pdf

39 水道部 送水課 朝日企業（株）
南部水道事業所管内
量水器検定補修工事（その３）

20090925 20100312 8,925,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-39.pdf

40 警察本部 安全施設第１係 小糸工業（株）大阪支店 固定標識整備工事（第２回）（機器製作） 20090806 20091117 10,395,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2108_09-40.pdf

部　局　名 グループ名 契約の相手方 契約件名
契約金額

（税込）（円）
適用条項 随意契約理由

1 都市整備部 計画補修グループ （株）高山組 一般国道　３１０号道路防災工事（その２） 20090616 20090731 5,242,575

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第５号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-01.pdf

2 都市整備部 施設グループ 三菱電機（株）関西支社
一級河川　神崎川
防潮扉遠隔監視設備工事

20090624 20100129 69,300,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-02.pdf

3 都市整備部 施設グループ （株）明電舎関西支社
一級河川　神崎川
旧猪名川排水機場監視制御設備改修工事

20090610 20100226 15,225,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-03.pdf

4 都市整備部 管理グループ
（株）酉島製作所
大阪支店

安威川流域下水道
中央水みらいセンター
３号汚水ポンプ外補修工事

20090611 20100528 49,350,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-04.pdf

5 都市整備部 管理グループ 月島機械（株）大阪支社
安威川流域下水道
中央水みらいセンター
３号溶融設備補修工事

20090615 20100630 152,250,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-05.pdf

6 都市整備部 総務グループ 巴工業（株）
淀川左岸流域下水道渚水みらいセンター
汚泥破砕機修繕

20090715 20090821 2,362,500

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-06.pdf

６月～７月分

所属名 契約期間

富田林土木事務所

西大阪治水事務所

北部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

西大阪治水事務所

北部流域下水道事務所

送水管理センター

送水管理センター

南部水道事業所

送水管理センター

南部水道事業所

施設課

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター

送水管理センター



7 都市整備部 総務グループ （株）ヒラカワガイダム
淀川左岸流域下水道渚水みらいセンター
２系廃熱ボイラー補修工事

20090717 20091211 9,765,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-07.pdf

8 都市整備部 湾岸北部管理センター
（株）大成電機工業所
大阪営業所

南大阪湾岸流域下水道
北部水みらいセンター（汚泥処理）
汚泥供給ポンプ補修工事

20090602 20090625 5,512,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-08.pdf

9 都市整備部 湾岸北部管理センター
クボタ環境サービス（株）
大阪営業所

南大阪湾岸流域下水道
北部水みらいセンター（汚泥処理）
３系水冷コンベヤ補修工事

20090716 20100315 39,480,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-09.pdf

10 都市整備部 今池管理センター
新日造エンジ（株）
関西営業所

大和川下流流域下水道
今池水みらいセンター
ケーキ移送ポンプ等補修工事

20090629 20090930 5,932,500

地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-10.pdf

11 都市整備部 湾岸北部管理センター
クボタ環境サービス（株）
大阪営業所

南大阪湾岸流域下水道
北部水みらいセンター（汚泥処理）
３系水冷コンベア用集水タンク補修工事

20090625 20090731 5,565,000
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第５号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-11.pdf

12 都市整備部 大井管理センター
（株）ジーエス・ユアサ
パワーサプライ
関西支社

大和川下流流域下水道
大井水みらいセンター外
脱水機棟無停電装置外補修工事

20090709 20091030 13,125,000
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-12.pdf

13 都市整備部 大井管理センター
山田エンジニアリング
サービス（株）

大和川下流流域下水道
大井水みらいセンター
濃縮棟しさ脱水機補修工事

20090723 20090925 3,801,000
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-13.pdf

14 都市整備部 今池管理センター
クボタ環境サービス（株）
大阪営業所

大和川下流流域下水道
今池水みらいセンター
脱硫器補修工事

20090728 20091130 19,005,000
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-14.pdf

15 都市整備部 今池管理センター
石垣メンテナンス（株）
大阪支店

大和川下流流域下水道
今池水みらいセンター
ベルトコンベヤ補修工事

20090728 20091211 3,150,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-15.pdf

16 都市整備部 大井管理センター
新日造エンジ（株）
関西営業所

大和川下流流域下水道
大井水みらいセンター
１系返送汚泥ポンプ補修工事

20090728 20091204 2,667,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-16.pdf

17 住宅まちづくり部 公共建築室 設備課 住宅機械グループ
大阪瓦斯㈱リビング事業部
大阪ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部

大阪府営長居西第３期高層住宅（建て替
え）新築ガス設備工事

20090701 20100720 13,461,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-17.pdf

18 住宅まちづくり部 公共建築室 設備課 住宅機械グループ
大阪瓦斯㈱リビング事業部
大阪ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部

大阪府営松高層住宅（建て替え）
新築ガス設備工事

20090701 20100520 9,844,800

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-18.pdf

19 住宅まちづくり部 公共建築室 設備課 住宅機械グループ
大阪瓦斯㈱リビング事業部
大阪ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部

大阪府営下新庄４丁目第２期高層住宅
（建て替え）新築ガス設備工事

20090701 20100915 17,377,500

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-19.pdf

20 住宅まちづくり部 公共建築室 設備課 住宅機械グループ
大阪瓦斯㈱リビング事業部
北東部ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部

大阪府営岸部第１住宅第１期耐震改修
ガス設備工事

20090709 20100924 8,177,400

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-20.pdf

21 水道部 調査課
月島テクノメンテサービス
（株）

排水処理設備補修工事 20090717 20100226 63,315,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-21.pdf

22 水道部 調査課
月島テクノメンテサービス
（株）

汚泥掻寄せ機設備補修工事 20090728 20100315 150,150,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-22.pdf

23 水道部 調査課 ユニチカ（株） コイセンサー設備補修工事 20090731 20091210 2,730,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-23.pdf

東部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

送水管理センター

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

送水管理センター

送水管理センター



24 警察本部 設備係 フジテック（株）大阪支社 大阪府西淀川警察署昇降機改修工事 20090601 20090930 11,340,000

地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-24.pdf

25 警察本部 安全施設第一係 オムロン（株）大阪事務所 交通管制施設拡充整備（第３７期）工事 20090722 20100319 359,100,000
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2106_07-25.pdf

部　局　名 グループ名 契約の相手方 契約件名
契約金額

（税込）（円）
適用条項 随意契約理由

1 都市整備部 企画防災グループ （株）長谷川建設 西大阪治水事務所　場内整備工事 20090521 20090831 6,720,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第６号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2104_05-01.pdf

2 都市整備部 総務グループ 阪神動力機械（株）
淀川左岸流域下水道渚水みらいセンター
Ｂ１系水中攪拌機修繕

20090520 20090715 2,415,000

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2104_05-02.pdf

3 住宅まちづくり部 公共建築室 設備課 一般設備グループ
大阪瓦斯（株）エネルギー
事業部都市圏エネルギー
営業部（北東部）

大阪府布施警察署新築ガス設備工事 20090511 20101029 13,786,500

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2104_05-03.pdf

4 住宅まちづくり部 公共建築室 設備課 一般設備グループ
大阪瓦斯（株）エネルギー
事業部都市圏エネルギー
営業部（南部）

大阪府家畜保健衛生所新築ガス設備工事 20090521 20100129 4,964,400

地方自治法施行令
第167条の２第1項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2104_05-04.pdf

5 水道部 調査課 クボタ機工株式会社 ポンプ設備補修工事（その５） 20090424 20091130 10,290,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2104_05-05.pdf

6 水道部 維持管理課 （株）タイヨー開発
人孔鋳鉄蓋緊急補修工事
（北部水道事業所管内）

20090401 20090630 11,235,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第６号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2104_05-06.pdf

7 水道部 企画業務課 吉田設備（株）
人孔鋳鉄蓋緊急補修工事
（枚方土木事務所管内）

20090401 20090630 9,765,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第６号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2104_05-07.pdf

8 水道部 企画業務課 三和管工（株）
漏水修理及び閉栓受託工事
（東部水道事業所管内）

20090401 20090630 3,150,000

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第６号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2104_05-08.pdf

9 水道部 維持管理課 （株）路次建設工業
人孔鋳鉄蓋緊急補修工事
（富田林土木事務所管内）

20090401 20090630 10,237,500

地方公営企業法
施行令第21条の14
第１項第６号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2104_05-09.pdf

10 教育委員会事務局 施設整備グループ （株）創光プランニング
大阪府立茨木高等学校記念館大規模
改修その他工事（その２）

20090515 20090630 9,660,000

地方自治法施行令
第167条の２第１項
第６号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2104_05-10.pdf

11 教育委員会事務局 施設整備グループ
大阪スクール
アメニティサービス
株式会社

大阪府立高等学校教育環境改善事業
空調設備移設工事

20090512 20090615 147,288,750
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2104_05-11.pdf

12 教育委員会事務局 施設整備グループ
大阪スクール
アメニティサービス
株式会社

大阪府立高等学校教育環境改善事業
空調設備移設工事（その２）

20090512 20090615 63,029,400
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2104_05-12.pdf

13 教育委員会事務局 施設整備グループ
大阪スクール
アメニティサービス
株式会社

大阪府立高等学校教育環境改善事業
空調設備移設工事（その３）

20090512 20091030 12,805,800
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第２号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2104_05-13.pdf

４月～５月分

西大阪治水事務所

東部流域下水道事務所

東部水道事業所

所属名 契約期間

北部水道事業所

東部水道事業所

送水管理センター

施設課

施設課

施設課

南部水道事業所

施設課

施設課

施設課



14 警察本部 建築係 （有）南武産業
大阪府泉佐野警察署泉佐野駅前交番
新築工事（その２）

20090423 20091013 30,943,500
地方自治法施行令
第167条の２第１項
第９号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/21nendo/h2104_05-14.pdf

※　随意契約の内容については、各発注所属にお問い合わせください。

施設課


