
平成２２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 都市整備部 計画補修グループ （株）因幡電機製作所 一般国道　４２３号道路照明灯ＬＥＤ化工事 20110204 20110315 15,645,000

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/22nendo/h2302_03_01.pdf

2 都市整備部 計画補修グループ （株）共立電商
主要地方道　豊中亀岡線道路照明灯ＬＥＤ
化工事

20110222 20110315 8,484,000

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/22nendo/h2302_03_02.pdf

3 都市整備部 計画補修グループ
ケミカルグラウト（株）
関西支店

主要地方道　枚方亀岡線　法面緊急復旧
工事

20110330 20110531 37,279,200

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/22nendo/h2302_03_03.pdf

4 都市整備部 環境整備グループ
（株）中央電機計器製作
所

主要地方道　京都守口線　道路照明灯ＬＥ
Ｄ化工事

20110208 20110315 14,962,500

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/22nendo/h2302_03_04.pdf

5 都市整備部 水都再生課 デンセツ商事(株）
一級河川　大川　（旧淀川）ふれあいの水
辺水質浄化業務

20110202 20110729 28,665,000

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/22nendo/h2302_03_05.pdf

6 都市整備部 水都再生課
岩崎電気(株）　大阪営
業所

一級河川　大川　（旧淀川）外　船着場
ライトアップ施設設置工事

20110302 20111216 81,480,000

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/22nendo/h2302_03_06.pdf

7 都市整備部 水都再生課
岩崎電気(株）　　大阪営
業所

一級河川　堂島川　（旧淀川）玉江橋上流
左岸ライトアップ施設設置工事

20110302 20111216 52,500,000

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/22nendo/h2302_03_07.pdf

8 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.４遠心濃縮機補修工事

20110210 20110318 9,870,000

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/22nendo/h2302_03_08.pdf

9 都市整備部
湾岸北部管理セン
ター

阪神動力機械（株）
南大阪湾岸流域下水道
北部水みらいセンター
生物反応槽攪拌機補修工事

20110216 20110325 6,667,500

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/22nendo/h2302_03_09.pdf

10 都市整備部 総務グループ 乾開発工業㈱
安威川ダム桑原地区残土処分地整備工
事（その８）

20110202 20110428 37,800,000

地方自治法施行令
167条の2第１項第
6号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/22nendo/h2302_03_10.pdf

11 環境農林水産部 緑化推進グループ
大成建設株式会社関西
支店

街かどシンボルツリー植栽（２２）工事（そ
の５）

20110314 20110330 4,200,000
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/22nendo/h2302_03_11.pdf

12 住宅まちづくり部 住宅機械グループ
大阪瓦斯株式会社
リビング事業部

大阪府営枚方東牧野第５期中層・高層住
宅（建て替え）新築ガス設備工事

20110311 20120518 9,721,950

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/22nendo/h2302_03_12.pdf

13 警察本部 設備係 東京航空計器(株) 速度違反自動取締装置設置工事 20110203 20110325 12,600,000

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/22nendo/h2302_03_13.pdf

14 水道部 保全課
共同企業体シンフォニア
テクノロジー・シンフォニ
アエンジニアリング

村野浄水場 浄水処理館自家発電設備整
備維持事業

20110218 20270331 74,445,000

地方公営企業法施
行令第21条第1項
第8号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/22nendo/h2302_03_14.pdf

平成２３年２月～平成２３年３月分

所属名 契約期間

西大阪治水事務所

西大阪治水事務所

池田土木事務所

池田土木事務所

茨木土木事務所

枚方土木事務所

西大阪治水事務所

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

安威川ダム建設事務所

みどり・都市環境室
みどり推進課

公共建築室設備課

施設課



15 水道部 送水課 愛知時計電機(株) 分岐量水器設置工事（泉南市・六尾分岐） 20110210 20110831 4,357,500

地方公営企業法施
行令第21条第1項
第8号

http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/zuiikeiyaku-kouhyou/kensetsu/zuii_riyuu/22nendo/h2302_03_15.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 港湾局 総務企画課 総務グループ 三菱電機（株）関西支社 泉州海岸水門等遠隔監視設備工事 20101216 20110318 45,780,000

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/22nendo/h2212_01-01.pdf

2 都市整備部 総務・契約グループ 西菱電機（株） 池田土木事務所　防災機器移設工事 20110114 20110131 2,625,000
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/22nendo/h2212_01-tuika01.pdf

3 都市整備部 計画補修グループ （有）水無瀬土木
一級河川田能川22年
災第16号災害復旧工事

20101228 20110531 5,355,000

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/22nendo/h2212_01-02.pdf

4 都市整備部 設備グループ 関西日立（株）
一級河川　安治川（旧淀川）外
安治川水門外計装設備補修工事

20110114 20110315 8,662,500

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/22nendo/h2212_01-03.pdf

5 都市整備部 水門グループ 関西日立（株）
一級河川　木津川外
三軒家水門外情報出力装置修繕

20101216 20110228 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/22nendo/h2212_01-04.pdf

6 都市整備部 水門グループ （株）イスミック関西支店
一級河川　木津川
木津川水門トルク検出装置補修工事

20101227 20110228 3,675,000

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/22nendo/h2212_01-05.pdf

7 都市整備部 治水グループ （株）西山組
一級河川　西島川
護岸補修工事（両島橋下流右岸）

20101213 20110228 2,937,900

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/22nendo/h2212_01-06.pdf

8 都市整備部 設備グループ 前澤工業（株）大阪支店
一級河川　寝屋川
東諸福調節池排水設備整備工事

20110117 20110315 4,124,400

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/22nendo/h2212_01-07.pdf

9 都市整備部 高槻管理センター 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

20101213 20110318 19,110,000

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/22nendo/h2212_01-08.pdf

10 都市整備部 高槻管理センター 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
ベルトプレス脱水機補修工事

20101213 20110630 14,280,000

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/22nendo/h2212_01-09.pdf

11 都市整備部 高槻管理センター
メタウォーター（株）
西日本営業部

淀川右岸流域下水道
高槻水みらいセンター
灰溶融炉キャスタブル補修工事

20101214 20110831 24,780,000

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/22nendo/h2212_01-10.pdf

12 都市整備部 川俣水みらいセンター クボタ環境サービス（株）
寝屋川流域下水道　新家ポンプ場
Ｎｏ．２・１０・１２雨水流出ゲート補修工事

20101203 20110315 7,350,000

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/22nendo/h2212_01-11.pdf

13 都市整備部 渚水みらいセンター クボタ環境サービス（株）
淀川左岸流域下水道　渚水みらいセンター
ろ過池流入水路ゲート補修工事

20101213 20110318 4,305,000

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/22nendo/h2212_01-12.pdf

14 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

20101215 20110225 7,455,000

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/22nendo/h2212_01-13.pdf

15 都市整備部 川俣水みらいセンター 東芝電機サービス（株）
寝屋川流域下水道　川俣水みらいセンター
外監視制御設備等補修工事

20110106 20110325 18,900,000

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/22nendo/h2212_01-14.pdf

茨木土木事務所

池田土木事務所

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

西大阪治水事務所

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

平成２２年１２月～平成２３年１月分

所属名 契約期間

西大阪治水事務所

西大阪治水事務所

南部水道事業所



16 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
濃縮電気設備更新工事

20110114 20111215 126,000,000

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/22nendo/h2212_01-15.pdf

17 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
濃縮機械設備更新工事（その２）

20110120 20111215 19,320,000

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/22nendo/h2212_01-16.pdf

18 都市整備部 今池管理センター 新日造エンジ（株）
大和川下流流域下水道
今池水みらいセンター
余剰汚泥供給ポンプ補修工事工事

20101215 20110318 3,360,000
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/22nendo/h2212_01-17.pdf

19 都市整備部 今池管理センター （株）電業社機械製作所
大和川下流流域下水道
今池水みらいセンター
送風機棟ＮＯ．１送風機補修工事

20101215 20110318 2,677,500
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/22nendo/h2212_01-18.pdf

20 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
脱水機補修工事

20110112 20110318 7,822,500
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/22nendo/h2212_01-19.pdf

21 都市整備部 湾岸南部管理センター 石垣メンテナンス（株）
南大阪湾岸流域下水道
南部水みらいセンター
ＮＯ．１ベルトプレス脱水機補修工事

20101210 20110315 6,457,500
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/22nendo/h2212_01-20.pdf

22 住宅まちづくり部 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）

大阪府第二枚方警察署（仮称）
新築ガス設備工事

20101221 20120531 12,915,000
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/22nendo/h2212_01-21.pdf

23 住宅まちづくり部 住宅機械グループ
大阪瓦斯（株）
リビング事業部

大阪府営泉佐野佐野台第５期
中層住宅（建て替え）新築ガス設備工事

20101227 20120118 33,862,500

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/22nendo/h2212_01-22.pdf

24 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）

20110117 20110831 38,850,000
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/22nendo/h2212_01-23.pdf

25 水道部 調整課 （株）日立製作所関西支社
送水管理センターほか
計算機設備改良工事（その２）

20110106 20110729 44,100,000
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/22nendo/h2212_01-24.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 港湾局 総務企画課 総務グループ ㈱三洋造船所 阪南港　監視艇いずみ後期修繕 20101129 20110131 2,940,000

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/22nendo/h2210_11-01.pdf

2 都市整備部 太間管理グループ
三菱電機プラント
エンジニアリング（株）
西日本本部

一級河川　寝屋川導水路
太間排水機場外電気設備補修工事

20101027 20110228 9,418,500

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/22nendo/h2210_11-02.pdf

3 都市整備部 太間管理グループ 西菱電機（株）大阪支社 一級河川　天野川警報装置改修工事 20101005 20110131 9,030,000

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/22nendo/h2210_11-03.pdf

4 都市整備部 門真工区 早川建設（株）
主要地方道　大阪生駒線
法面応急対策工事

20100921 20101029 6,090,000

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/22nendo/h2210_11-04.pdf

5 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

20101001 20110228 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/22nendo/h2210_11-05.pdf

6 都市整備部 水都再生課
岩崎電気（株）
大阪営業所

一級河川　堂島川（旧淀川）　堂島大橋上流
右岸ライトアップ施設設置工事

20101126 20110228 126,000,000

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/22nendo/h2210_11-06.pdf

西大阪治水事務所

西大阪治水事務所

10月～11月分

所属名 契約期間

 枚方土木事務所

 枚方土木事務所

 枚方土木事務所

東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

公共建築室設備課

公共建築室設備課

村野浄水場

南部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所



7 都市整備部 中央管理センター
㈱IHI回転機械
大阪事業所

安威川流域下水道　中央水みらいセン
ター　ブロワ用オイルクーラー補修工事

20101005 20110516 10,815,000

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/22nendo/h2210_11-tuika01.pdf

8 都市整備部 中央管理センター 月島機械㈱　大阪支社
安威川流域下水道　中央水みらいセン
ター　ベルトプレス補修工事

20101001 20110531 53,655,000

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/22nendo/h2210_11-tuika02.pdf

9 都市整備部 中央管理センター ダイハツディーゼル㈱
安威川流域下水道　摂津ポンプ場　NO3
雨水ディーゼルエンジン補修工事

20101014 20110428 39,900,000

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/22nendo/h2210_11-tuika03.pdf

10 都市整備部 高槻管理センター
クボタ環境サービス㈱
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

20101124 20110624 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/22nendo/h2210_11-tuika04.pdf

11 都市整備部 渚管理センター （株）電業社機械製作所
淀川左岸流域下水道　渚水みらいセンター
７号送風機外補修工事

20101008 20110228 19,740,000

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/22nendo/h2210_11-07.pdf

12 都市整備部 川俣管理センター
（株）前澤エンジニアリング
サービス

寝屋川流域下水道川俣ポンプ場
外雨水流出ゲート等補修工事

20101020 20110315 29,400,000

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/22nendo/h2210_11-08.pdf

13 都市整備部 鴻池管理センター
月島テクノ
メンテサービス（株）

寝屋川流域下水道　鴻池水みらいセンター
汚泥脱水機補修工事

20101101 20110225 12,285,000

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/22nendo/h2210_11-09.pdf

14 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　深野北ポンプ場
雨水沈砂池機械設備更新工事（その２）

20101105 20130228 132,195,000

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/22nendo/h2210_11-10.pdf

15 都市整備部 総務グループ
旭テック環境
ソリューション（株）

寝屋川流域下水道　小阪ポンプ場
雨水沈砂池機械設備更新工事（その２）

20101110 20120229 183,750,000

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/22nendo/h2210_11-11.pdf

16 都市整備部 今池管理センター （株）東芝
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

20101021 20110228 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/22nendo/h2210_11-12.pdf

17 都市整備部 管理グループ 石垣メンテナンス（株）
南大阪湾岸流域下水道
中部水みらいセンター
Ⅱ系№２主ポンプ補修工事

20101129 20110315 10,920,000

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/22nendo/h2210_11-13.pdf

18 住宅まちづくり部 住宅機械グループ
大阪瓦斯（株）
リビング事業部

大阪府営橋寺高層住宅（建て替え）新築
ガス設備工事

20101108 20120316 20,979,000

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/22nendo/h2210_11-14.pdf

19 住宅まちづくり部 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

20101029 20110215 7,833,000

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/22nendo/h2210_11-15.pdf

20 水道部 調査課 朝日企業（株） オゾン設備補修工事（その３） 20101021 20110315 67,200,000
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/22nendo/h2210_11-16.pdf

21 水道部 調査課 （株）産機テクノサービス 電動機設備補修工事（その２） 20101005 20110131 5,512,500
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/22nendo/h2210_11-17.pdf

22 水道部 調査課 （株）産機テクノサービス 水位制御設備補修工事 20101005 20110215 5,355,000
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/22nendo/h2210_11-18.pdf

23 水道部 調査課 （株）産機テクノサービス ポンプ設備補修工事（その２） 20101005 20110315 51,975,000
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/22nendo/h2210_11-19.pdf

南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

東部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

公共建築室設備課

公共建築室設備課

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

送水管理センター

送水管理センター

北部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所



24 水道部 調査課 朝日企業（株） 電動機設備補修工事（その１） 20101015 20110228 19,950,000
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/22nendo/h2210_11-20.pdf

25 水道部 調査課 （株）産機テクノサービス オゾン設備補修工事（その２） 20101005 20110315 33,915,000
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/22nendo/h2210_11-21.pdf

26 水道部 調査課 磯村豊水機工（株） 薬品注入設備補修工事 20101013 20110315 67,200,000
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/22nendo/h2210_11-22.pdf

27 水道部 調査課 （株）産機テクノサービス 計算機設備補修工事（その２） 20101005 20110315 6,247,500
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/22nendo/h2210_11-23.pdf

28 水道部 整備課 三和管工（株）
村野浄水場　Ｅ系ろ過池逆洗管
（φ１２００）漏水修理工事

20100902 20101130 7,245,000
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/22nendo/h2210_11-24.pdf

29 水道部 企画業務課
（株）ＧＳユアサ
関西支社

万博浄水施設　薬注棟無停電
電源設備改良工事
（同設備の維持管理業務委託と一体発注）

20101029 20110228 74,791,500
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/22nendo/h2210_11-25.pdf

30 水道部 送水課 （株）クボタ
南部水道事業所管内管路
バルブ補修工事

20101101 20110311 3,465,000
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/22nendo/h2210_11-26.pdf

31 水道部 送水課 （株）クボタ
小野原ポンプ場
揚水非常締切弁修繕（その２）

20101124 20110325 3,675,000
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/22nendo/h2210_11-27.pdf

32 警察本部 安全施設係 小糸工業（株）大阪支店 固定標識整備工事（第２回）（機器製作） 20101008 20110208 4,331,250
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/22nendo/h2210_11-28.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 環境農林水産部 管理部管理課 三精輸送機（株）
大阪府中央卸売市場水産棟A３コア外１件
乗用昇降機設備改修工事

20100908 20110228 37,590,000
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/22nendo/h2208_09-01.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　十三高槻線道路施設
緊急復旧工事（正雀川工区）

20100708 20101130 13,934,716
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/22nendo/h2208_09-02.pdf

送水管理センター

南部水道事業所

送水管理センター

北部水道事業所

大阪府中央卸売市場

茨木土木事務所

送水管理センター

施設課

送水管理センター

村野浄水場

庭窪浄水場

８月～９月分

所属名 契約期間



3 都市整備部 鴻池管理センター ダイハツディーゼル（株）
寝屋川流域下水道　太平ポンプ場雨水
ディーゼル機関過給機補修工事

20100809 20100930 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/22nendo/h2208_09-03.pdf

4 都市整備部 渚管理センター 月島機械（株）
淀川左岸流域下水道　渚水みらいセンター
３系成型機補修工事

20100902 20110225 12,075,000
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/22nendo/h2208_09-04.pdf

5 都市整備部 川俣管理センター 関西日立（株）
寝屋川流域下水道　川俣ポンプ場
自家発設備補修工事

20100922 20110228 23,940,000
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/22nendo/h2208_09-05.pdf

6 都市整備部
湾岸北部
管理センター

住友重機械
エンバイロメント（株）

南大阪湾岸流域下水道
泉北送泥ポンプ場 しさ破砕機補修工事

20100830 20101029 4,462,500
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/22nendo/h2208_09-06.pdf

7 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
汚泥処理電気設備工事

20100927 20120229 77,175,000
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/22nendo/h2208_09-07.pdf

8 都市整備部 総務グループ ㈱永大興業
安威川ダム付替道路仮設舗装等工事
（安威地区）

20100805 20100830 4,095,000
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/22nendo/h2208_09-tuika01.pdf

9 都市整備部 総務グループ サワヤマ建設㈱
主要地方道茨木亀岡線道路暫定整備工
事（安威工区）

20100910 20100930 56,175,000
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/22nendo/h2208_09-tuika02.pdf

10 住宅まちづくり部 住宅機械グループ ㈱一二三工業所
大阪府営下新庄４丁目第２期高層住宅
（建て替え）新築衛生設備工事（その２）

20100909 20100930 7,927,500
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/22nendo/h2208_09-08.pdf

11 水道部 調査課
住友重機械精機販売（株）
大阪サービスセンター

減速機設備補修工事 20100811 20110228 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/22nendo/h2208_09-09.pdf

12 水道部 調査課
月島テクノメンテ
サービス（株）大阪支店

排水処理設備補修工事 20100803 20110315 101,850,000
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/22nendo/h2208_09-10.pdf

13 水道部 調査課
三菱電機プラント
エンジニアリング（株）
西日本本部

オゾン設備補修工事（その１） 20100817 20110228 112,350,000
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/22nendo/h2208_09-11.pdf

14 水道部 調査課
（株）産機テクノサービス
大阪事業所

受水圧力発電設備補修工事 20100802 20110131 29,085,000
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/22nendo/h2208_09-12.pdf

15 水道部 調査課 西菱電機（株）大阪支社 伝送設備補修工事 20100803 20110315 9,660,000
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/22nendo/h2208_09-13.pdf

16 水道部 調査課 朝日企業（株） 排泥設備補修工事（その２） 20100820 20110210 28,350,000
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/22nendo/h2208_09-14.pdf

17 水道部 調査課 （株）クボタ バルブ設備補修工事（その１） 20100825 20110315 29,400,000
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/22nendo/h2208_09-15.pdf

18 水道部 調査課
クボタ環境サービス（株）
大阪営業所

除砂機設備補修工事 20100817 20110131 7,560,000
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/22nendo/h2208_09-16.pdf

19 水道部 調査課
月島テクノメンテ
サービス（株）大阪支店

汚泥掻き寄せ機設備補修工事 20100818 20110310 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/22nendo/h2208_09-17.pdf

安威川ダム建設事務所

東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

送水管理センター

送水管理センター

公共建築室設備課

南部流域下水道事務所

安威川ダム建設事務所

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

東部流域下水道事務所

送水管理センター

東部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所



20 水道部 調査課
三菱電機プラント
エンジニアリング（株）
西日本本部

計算機設備補修工事（その１） 20100929 20110315 102,900,000
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/22nendo/h2208_09-18.pdf

21 水道部 調査課
（株）産機テクノサービス
大阪事業所

排泥設備補修工事（その１） 20100903 20110215 7,717,500
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/22nendo/h2208_09-19.pdf

22 水道部 調査課 （株）栗本鐵工所 バルブ設備補修工事（その２） 20100901 20110315 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/22nendo/h2208_09-20.pdf

23 水道部 調査課 （株）守谷商会大阪支店 ポンプ設備補修工事（その３） 20100928 20110310 38,325,000
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/22nendo/h2208_09-21.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）
西日本本部

電動機設備補修工事（その３） 20100907 20110228 27,300,000
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/22nendo/h2208_09-22.pdf

25 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） 20100909 20110228 17,220,000
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/22nendo/h2208_09-23.pdf

26 水道部 調査課 朝日企業（株） ポンプ設備補修工事（その１） 20100909 20110228 25,725,000
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/22nendo/h2208_09-24.pdf

27 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） 20100907 20110117 6,195,000
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/22nendo/h2208_09-25.pdf

28 水道部 調査課
クボタ環境サービス（株）
大阪営業所

活性炭吸着池設備補修工事（その３） 20100902 20110228 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/22nendo/h2208_09-26.pdf

29 水道部 調査課 （株）日立製作所関西支社 コージェネレーション設備補修工事 20100924 20110225 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/22nendo/h2208_09-27.pdf

30 水道部 送水課 向洋電機（株）
南部水道事業所管内
量水器検定補修工事（その２）

20100914 20110318 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/22nendo/h2208_09-28.pdf

31 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）

20100915 20110318 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/22nendo/h2208_09-29.pdf

32 警察本部 安全施設第一係 千里電気工業（株） 信号機改良工事（第３０回）（設置工事） 20100907 20101214 18,333,000
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/22nendo/h2208_09-30.pdf

33 警察本部 安全施設第一係
オムロンフィールド
エンジニアリング（株）

路側通信端末整備工事
（路側通信　一津屋ほか）

20100909 20101215 5,670,000
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/22nendo/h2208_09-31.pdf

34 警察本部 電気設備係
日本オーチス・エレベータ
（株）関西支社

大阪府淀川警察署昇降機改修工事 20100901 20110210 18,690,000
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/22nendo/h2208_09-32.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 港湾局 総務企画課 総務グループ ㈱クボタ
泉州海岸　新川排水機場　機械設備補修
工事

20100728 20110228 57,540,000

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/22nendo/h2206_07-01.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

南部水道事業所

南部水道事業所

送水管理センター

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

６月～７月分

所属名 契約期間

施設課

施設課

送水管理センター



2 都市整備部 計画補修グループ ㈱高山組 一般国道３７１号災害応急復旧工事 20100715 20100816 16,065,000

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/22nendo/h2206_07-02.pdf

3 都市整備部 環境整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ （株）目黒舗装 二級河川　和田川　護岸応急対策工事 20100715 20100831 2,730,000

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/22nendo/h2206_07-03.pdf

4 都市整備部 計画補修ｸﾞﾙｰﾌﾟ 植林建設（株） 一般国道　４８０号　道路防災応急工事 20100714 20100929 3,612,000

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/22nendo/h2206_07-04.pdf

5 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　神崎川　旧猪名川排水機場３
号主ポンプ動力伝達装置補修工事

20100616 20110228 43,050,000

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/22nendo/h2206_07-05.pdf

6 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　小阪合ポンプ場汚水
ポンプ電気設備工事（その１）

20100628 20130228 54,915,000

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/22nendo/h2206_07-06.pdf

7 都市整備部 総務グループ （株）クボタ
淀川左岸流域下水道　渚水みらいセン
ター脱水機設備工事（その２）

20100706 20110225 42,840,000

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/22nendo/h2206_07-07.pdf

8 都市整備部 渚管理センター （株）電業社機械製作所
淀川左岸流域下水道　渚水みらいセン
ター６号送風機修繕

20100721 20100820 3,990,000

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/22nendo/h2206_07-08.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
ター脱水機電気設備工事

20100729 20110225 79,275,000

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/22nendo/h2206_07-09.pdf

10 都市整備部
湾岸北部管理セン
ター

三菱電機プラントエンジ
ニアリング（株）

南大阪湾岸流域下水道
北部水みらいセンター（水処理）
№２汚水ポンプ電動機補修工事

20100629 20101029 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/22nendo/h2206_07-10.pdf

11 都市整備部
湾岸北部管理セン
ター

阪神動力機械（株）
南大阪湾岸流域下水道
北部水みらいセンター（水処理）
生物反応槽攪拌機補修工事

20100714 20100930 6,142,500

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/22nendo/h2206_07-11.pdf

12 住宅まちづくり部 住宅機械グループ
大阪瓦斯㈱リビング事
業部

大阪府営高槻深沢第４期中層住宅（建て
替え）新築ガス設備工事

20100602 20110624 8,531,250

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/22nendo/h2206_07-12.pdf

13 住宅まちづくり部 住宅機械グループ
大阪瓦斯㈱リビング事
業部

大阪府営富田林楠第３期高層住宅（建て
替え）新築ガス設備工事（第１工区）

20100615 20111118 16,758,000

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/22nendo/h2206_07-13.pdf

14 住宅まちづくり部 住宅機械グループ
大阪瓦斯㈱リビング事
業部

大阪府営富田林楠第３期高層住宅（建て
替え）新築ガス設備工事（第２工区）

20100615 20110819 11,560,500

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/22nendo/h2206_07-14.pdf

15 住宅まちづくり部 住宅機械グループ
大阪瓦斯㈱リビング事
業部

大阪府営八尾植松第２期高層住宅（建て
替え）新築ガス設備工事

20100615 20110722 5,747,700

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/22nendo/h2206_07-15.pdf

16 住宅まちづくり部 住宅機械グループ
大阪瓦斯㈱リビング事
業部

大阪府営泉佐野東羽倉崎第３期高層住宅
（建て替え）新築ガス設備工事

20100615 20110922 11,749,500

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/22nendo/h2206_07-16.pdf

17 水道部 調査課
㈱日立製作所　関西支
社

送水管理センターほか計算機設備  改良
工事

20100630 20100930 19,950,000
地方公営企業法施
行令第２１条の１４
第１項第２号

t

18 水道部 調査課 朝日企業㈱ 特高受電設備補機補修工事 20100603 20101130 3,255,000
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/22nendo/h2206_07-18.pdf

南部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

鳳土木事務所

鳳土木事務所

西大阪治水事務所

富田林土木事務所

南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

公共建築室設備課

公共建築室設備課

送水管理センター

東部流域下水道事務所

公共建築室設備課

公共建築室設備課

公共建築室設備課

送水管理センター



19 水道部 調査課 ㈱酉島製作所 ポンプ設備補修工事（その４） 20100607 20100930 4,176,900
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/22nendo/h2206_07-19.pdf

20 水道部 調査課
㈱前澤エンジニアリング
サービス

バルブ設備補修工事（その３） 20100623 20110228 6,430,200
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/22nendo/h2206_07-20.pdf

21 水道部 浄水管理課
扶桑建設工業（株）大阪
支店

大庭浄水場　圧力水管漏水修理工事 20100528 20100730 3,778,950
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/22nendo/h2206_07-21.pdf

22 警察本部 安全施設    第一係 日本無線㈱関西支社 路側通信端末整備工事（路側通信　京橋） 20100716 20110128 26,880,000

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/22nendo/h2206_07-22.pdf

23 警察本部 安全施設    第一係 オムロン㈱大阪事務所 交通管制施設拡充整備（第３８期）工事 20100726 20110322 195,825,000

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/22nendo/h2206_07-23.pdf

24 警察本部 建築係
大阪駅前新北ビル（仮
称）新築工事特定建設
工事共同企業体

大阪府曽根崎警察署大阪駅前交番新設
工事

20100617 20101130 54,075,000

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/22nendo/h2206_07-24.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 港湾局 総務企画課 総務グループ ㈱イスミック　関西支店
泉州海岸　貯木場　北水門ワイヤーロープ
取替修繕

20100428 20100730 3,045,000

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/22nendo/h2204_05-01.pdf

2 都市整備部 環境整備グループﾟ 西野建設（株） 二級河川　東槇尾川　護岸応急対策工事 20100428 20100615 5,041,785

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/22nendo/h2204_05-02.pdf

3 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）
３系汚泥溶融炉二次燃焼室補修工事

20100412 20101029 77,385,000

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/22nendo/h2204_05-03.pdf

4 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
気調和設備移設工事

20100519 20110330 80,850,000

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/22nendo/h2204_05-04-07.pdf

5 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
気調和設備移設工事（その２）

20100519 20101118 20,475,000

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/22nendo/h2204_05-04-07.pdf

6 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
気調和設備移設工事（その３）

20100519 20101118 24,150,000

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/22nendo/h2204_05-04-07.pdf

7 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
気調和設備移設工事（その４）

20100519 20100615 95,550,000

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/22nendo/h2204_05-04-07.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

鳳土木事務所

南部流域下水道事務所

施設課

施設課

送水管理センター

送水管理センター

施設課

施設課

契約期間

４月～５月分

施設課

施設課

所属名

送水管理センター




