
開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 塩化第二鉄液（鶴見工場ほか５か所）上半期概算買入
契約管理番号 2020022 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/04 10:00:00 
予定価格(税抜) 6,851,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 鶴見工場ほか５か所
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

セイブ化成株式会社 6,617,400  落札
十全株式会社 6,940,200  
林六株式会社 7,101,600  
フジオックス株式会社 7,182,300  
北作商事株式会社 無効

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 硫酸（舞洲工場ほか１か所）上半期概算買入
契約管理番号 2020023 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/04 10:06:00 
予定価格(税抜) 2,652,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 舞洲工場ほか１か所
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

和正産業株式会社 2,565,000  落札
大鳥産業株式会社 2,612,500  
セイブ化成株式会社 2,707,500  
フジオックス株式会社 2,755,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 塩酸（鶴見工場ほか５か所）上半期概算買入
契約管理番号 2020024 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/04 10:09:00 
予定価格(税抜) 3,733,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 鶴見工場ほか５か所
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

フジオックス株式会社 2,602,950  落札
和正産業株式会社 2,713,500  
十全株式会社 3,216,000  
セイブ化成株式会社 4,221,000  
北作商事株式会社 5,829,000  
巽合成化学株式会社 辞退

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 硫酸ばんど（鶴見工場ほか３か所）上半期概算買入
契約管理番号 2020025 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/04 10:11:00 
予定価格(税抜) 12,647,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 鶴見工場ほか３か所
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

ソーダニッカ株式会社 11,556,000  落札
大鳥産業株式会社 11,620,200  
十全株式会社 11,684,400  
林六株式会社 12,198,000  
愛産商事株式会社 12,840,000  
北作商事株式会社 13,161,000  
赤沢産業株式会社 13,161,000  
セイブ化成株式会社 13,482,000  
和正産業株式会社 13,803,000  
巽合成化学株式会社 14,124,000  
フジオックス株式会社 14,124,000  
浦野株式会社 14,124,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 塩化カルシウム（鶴見工場ほか１か所）上半期概算買入
契約管理番号 2020026 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/04 10:14:00 
予定価格(税抜) 7,032,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 鶴見工場ほか１か所
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

吉川商事株式会社 6,596,100  落札
セイブ化成株式会社 6,840,400  
巽合成化学株式会社 6,910,200  
大鳥産業株式会社 7,154,500  
フジオックス株式会社 7,329,000  
北作商事株式会社 7,329,000  
林六株式会社 7,678,000  
曽我株式会社 7,678,000  
浦野株式会社 7,678,000  
合同会社中村商事 未受領

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 尿素（鶴見工場ほか１か所）上半期概算買入
契約管理番号 2020027 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/04 10:17:00 
予定価格(税抜) 20,078,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 鶴見工場ほか１か所
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

株式会社マルホ運輸 17,479,800  落札
和正産業株式会社 19,936,800  
浦野株式会社 20,358,000  
セイブ化成株式会社 20,358,000  
大鳥産業株式会社 22,464,000  
巽合成化学株式会社 23,166,000  
フジオックス株式会社 23,868,000  

くじ結果

順位 業者名称 くじ入力番
号

乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 アンモニア水（西淀工場ほか４か所）上半期概算買入
契約管理番号 2020028 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/04 10:20:00 
予定価格(税抜) 49,070,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 西淀工場ほか４か所
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

曽我株式会社 46,958,000  落札
愛産商事株式会社 49,881,800  
大鳥産業株式会社 50,059,000  
セイブ化成株式会社 50,502,000  
和正産業株式会社 51,388,000  
林六株式会社 56,526,800  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 かせいソーダ（西淀工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020029 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/04 10:22:00 
予定価格(税抜) 4,166,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 西淀工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

セイブ化成株式会社 3,800,000  落札
大鳥産業株式会社 3,950,000  
愛産商事株式会社 4,000,000  
株式会社辻本 4,000,000  
北作商事株式会社 4,000,000  
株式会社シマダ 4,050,000  
横手通商株式会社 4,050,000  
株式会社隅谷商店 4,100,000  
井上孫株式会社 4,100,000  
曽我株式会社 4,100,000  
小畑産業株式会社 4,150,000  
網干産業株式会社 4,200,000  
赤沢産業株式会社 4,300,000  
林六株式会社 4,400,000  
巽合成化学株式会社 4,500,000  
十全株式会社 4,500,000  
浦野株式会社 4,500,000  
フジオックス株式会社 4,500,000  
和正産業株式会社 4,740,000  
宇津商事株式会社 5,000,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 消石灰（西淀工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020030 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/04 10:25:00 
予定価格(税抜) 11,949,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 西淀工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

株式会社岡畑 11,115,000  落札
セイブ化成株式会社 11,685,000  
大鳥産業株式会社 11,685,000  
赤沢産業株式会社 11,799,000  
曽我株式会社 11,856,000  
北作商事株式会社 11,913,000  
網干産業株式会社 11,970,000  
浦野株式会社 11,970,000  
林六株式会社 12,084,000  
三雄化工株式会社 12,312,000  
株式会社辻本 12,369,000  
小畑産業株式会社 12,369,000  
愛産商事株式会社 12,369,000  
巽合成化学株式会社 12,483,000  
十全株式会社 12,597,000  
和正産業株式会社 13,110,000  
井上孫株式会社 13,110,000  
株式会社隅谷商店 14,250,000  
フジオックス株式会社 14,706,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 特殊反応助剤（西淀工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020031 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/04 10:28:00 
予定価格(税抜) 9,731,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 西淀工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

ソーダニッカ株式会社 9,360,000  落札
林六株式会社 9,480,000  
赤沢産業株式会社 9,600,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 飛灰用重金属処理剤（西淀工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020032 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/04 10:30:00 
予定価格(税抜) 14,455,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 西淀工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

大鳥産業株式会社 12,852,000  落札
巽合成化学株式会社 13,056,000  
十全株式会社 13,090,000  
和正産業株式会社 13,464,000  
曽我株式会社 14,960,000  
株式会社辻本 15,300,000  
セイブ化成株式会社 15,640,000  
フジオックス株式会社 17,000,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 かせいソーダ（八尾工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020033 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/04 10:33:00 
予定価格(税抜) 6,189,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 八尾工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

北作商事株式会社 5,662,000  落札
大鳥産業株式会社 5,885,500  
セイブ化成株式会社 5,960,000  
愛産商事株式会社 5,960,000  
株式会社辻本 5,960,000  
株式会社シマダ 6,034,500  
横手通商株式会社 6,034,500  
株式会社隅谷商店 6,109,000  
井上孫株式会社 6,109,000  
曽我株式会社 6,109,000  
小畑産業株式会社 6,183,500  
赤沢産業株式会社 6,258,000  
網干産業株式会社 6,258,000  
林六株式会社 6,556,000  
巽合成化学株式会社 6,705,000  
十全株式会社 6,705,000  
浦野株式会社 6,705,000  
フジオックス株式会社 6,705,000  
和正産業株式会社 7,062,600  
宇津商事株式会社 7,450,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 高反応消石灰（八尾工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020034 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/04 10:37:00 
予定価格(税抜) 6,249,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 八尾工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

巽合成化学株式会社 6,091,600  落札
十全株式会社 6,111,000  
曽我株式会社 6,169,200  
セイブ化成株式会社 6,188,600  
株式会社辻本 6,208,000  
和正産業株式会社 6,208,000  
愛産商事株式会社 6,305,000  
井上孫株式会社 6,402,000  
赤沢産業株式会社 6,499,000  
北作商事株式会社 6,537,800  
林六株式会社 6,596,000  
浦野株式会社 6,596,000  
三雄化工株式会社 6,790,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 特殊反応助剤（八尾工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020035 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/04 10:39:00 
予定価格(税抜) 9,464,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 八尾工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

和正産業株式会社 8,224,400  落札

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 飛灰用重金属処理剤（八尾工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020036 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/04 10:42:00 
予定価格(税抜) 9,645,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 八尾工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

巽合成化学株式会社 8,325,000  落札
十全株式会社 8,347,500  
大鳥産業株式会社 8,640,000  
フジオックス株式会社 8,748,000  
和正産業株式会社 8,910,000  
曽我株式会社 9,450,000  
株式会社辻本 9,675,000  

くじ結果

順位 業者名称 くじ入力番
号

乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 かせいソーダ（舞洲工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020037 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/06 10:11:00 
予定価格(税抜) 42,376,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 舞洲工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

要薬品株式会社 34,530,300  落札
株式会社辻本 35,017,500  
井上孫株式会社 36,540,000  
愛産商事株式会社 36,641,500  
林六株式会社 36,844,500  
網干産業株式会社 36,844,500  
大鳥産業株式会社 37,047,500  
株式会社シマダ 37,067,800  
横手通商株式会社 37,067,800  
セイブ化成株式会社 37,555,000  
北作商事株式会社 37,555,000  
小畑産業株式会社 38,082,800  
曽我株式会社 38,570,000  
株式会社隅谷商店 40,600,000  
赤沢産業株式会社 42,630,000  
フジオックス株式会社 47,197,500  
十全株式会社 48,720,000  
巽合成化学株式会社 48,720,000  
浦野株式会社 50,242,500  
宇津商事株式会社 50,750,000  
和正産業株式会社 50,750,000  

くじ結果

順位 業者名称 くじ入力番
号

乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 排水用重金属処理剤（舞洲工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020038 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/06 10:13:00 
予定価格(税抜) 1,163,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 舞洲工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

巽合成化学株式会社 965,000  落札
十全株式会社 970,000  
浦野株式会社 975,000  
和正産業株式会社 1,070,000  
赤沢産業株式会社 1,550,000  
林六株式会社 1,575,000  
曽我株式会社 1,700,000  

くじ結果

順位 業者名称 くじ入力番
号

乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 特殊反応助剤（10％活性炭入）（舞洲工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020039 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/06 10:17:00 
予定価格(税抜) 20,159,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 舞洲工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

和正産業株式会社 18,705,200  落札
網干産業株式会社 18,988,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 飛灰用重金属処理剤（舞洲工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020040 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/06 10:20:00 
予定価格(税抜) 10,171,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 舞洲工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

巽合成化学株式会社 9,261,000  落札
十全株式会社 9,310,000  
大鳥産業株式会社 9,408,000  
和正産業株式会社 9,457,000  
フジオックス株式会社 9,525,600  
曽我株式会社 10,290,000  
株式会社辻本 10,339,000  
網干産業株式会社 13,916,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 かせいソーダ（平野工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020041 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/06 10:22:00 
予定価格(税抜) 30,491,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 平野工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

井上孫株式会社 25,315,660  落札
株式会社辻本 25,690,000  
愛産商事株式会社 26,791,000  
大鳥産業株式会社 26,791,000  
林六株式会社 27,011,200  
網干産業株式会社 27,011,200  
株式会社シマダ 27,150,660  
横手通商株式会社 27,150,660  
セイブ化成株式会社 27,158,000  
北作商事株式会社 27,158,000  
小畑産業株式会社 27,884,660  
曽我株式会社 27,892,000  
株式会社隅谷商店 29,360,000  
赤沢産業株式会社 30,828,000  
フジオックス株式会社 34,498,000  
十全株式会社 35,232,000  
巽合成化学株式会社 35,232,000  
浦野株式会社 36,333,000  
和正産業株式会社 36,700,000  
宇津商事株式会社 辞退

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 排水用重金属処理剤（平野工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020042 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/06 10:25:00 
予定価格(税抜) 1,758,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 平野工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

和正産業株式会社 1,536,000  落札
巽合成化学株式会社 1,600,000  
十全株式会社 1,604,000  
セイブ化成株式会社 1,840,000  
浦野株式会社 2,040,000  
赤沢産業株式会社 2,480,000  
林六株式会社 2,520,000  

くじ結果

順位 業者名称 くじ入力番
号

乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 活性炭（平野工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020043 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/06 10:27:00 
予定価格(税抜) 5,918,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 平野工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

フジオックス株式会社 3,828,000  落札
株式会社クレハトレーディング 4,031,000  
三雄化工株式会社 4,147,000  
赤沢産業株式会社 4,495,000  
日本原料株式会社 4,741,500  
巽合成化学株式会社 4,785,000  
北作商事株式会社 5,655,000  
和正産業株式会社 7,192,000  
曽我株式会社 7,395,000  
横手通商株式会社 7,395,000  
林六株式会社 7,685,000  
小畑産業株式会社 7,830,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 飛灰用重金属処理剤（平野工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020044 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/06 10:29:00 
予定価格(税抜) 16,416,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 平野工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

フジオックス株式会社 14,318,400  落札
巽合成化学株式会社 14,516,000  
大鳥産業株式会社 14,592,000  
十全株式会社 14,592,000  
和正産業株式会社 14,896,000  
曽我株式会社 15,960,000  
株式会社辻本 16,036,000  
赤沢産業株式会社 17,708,000  
林六株式会社 18,354,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 かせいソーダ（鶴見工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020045 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/06 10:32:00 
予定価格(税抜) 24,583,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 鶴見工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

愛産商事株式会社 22,125,000  落札
セイブ化成株式会社 22,243,000  
大鳥産業株式会社 22,715,000  
株式会社辻本 23,010,000  
北作商事株式会社 23,010,000  
曽我株式会社 23,600,000  
株式会社シマダ 23,600,000  
横手通商株式会社 23,600,000  
井上孫株式会社 23,600,000  
株式会社隅谷商店 23,600,000  
網干産業株式会社 24,190,000  
小畑産業株式会社 24,190,000  
林六株式会社 24,190,000  
赤沢産業株式会社 24,780,000  
フジオックス株式会社 26,550,000  
浦野株式会社 26,550,000  
巽合成化学株式会社 26,550,000  
十全株式会社 26,550,000  
和正産業株式会社 27,966,000  
宇津商事株式会社 辞退

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 活性炭（鶴見工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020046 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/06 10:34:00 
予定価格(税抜) 1,268,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 鶴見工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

株式会社クレハトレーディング 834,000  落札
三雄化工株式会社 858,000  
フジオックス株式会社 930,000  
赤沢産業株式会社 930,000  
巽合成化学株式会社 990,000  
日本原料株式会社 1,140,000  
北作商事株式会社 1,170,000  
セイブ化成株式会社 1,380,000  
和正産業株式会社 1,488,000  
横手通商株式会社 1,530,000  
曽我株式会社 1,560,000  
林六株式会社 1,590,000  
小畑産業株式会社 1,620,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 飛灰用重金属処理剤（鶴見工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020047 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/06 10:37:00 
予定価格(税抜) 22,046,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 鶴見工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

和正産業株式会社 14,580,000  落札
巽合成化学株式会社 15,390,000  
十全株式会社 15,471,000  
曽我株式会社 19,440,000  
株式会社辻本 19,521,000  
網干産業株式会社 23,004,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 かせいソーダ（東淀工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020048 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/06 10:39:00 
予定価格(税抜) 11,690,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 東淀工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

宇津商事株式会社 8,671,600  落札
横手通商株式会社 9,371,600  
株式会社シマダ 9,371,600  
小畑産業株式会社 9,651,600  
株式会社隅谷商店 10,640,000  
株式会社辻本 11,200,000  
大鳥産業株式会社 11,340,000  
北作商事株式会社 11,480,000  
セイブ化成株式会社 11,480,000  
愛産商事株式会社 11,480,000  
井上孫株式会社 11,480,000  
赤沢産業株式会社 11,760,000  
網干産業株式会社 11,760,000  
林六株式会社 11,760,000  
曽我株式会社 11,760,000  
十全株式会社 12,600,000  
浦野株式会社 12,600,000  
巽合成化学株式会社 12,600,000  
フジオックス株式会社 12,600,000  
和正産業株式会社 13,272,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 特殊反応助剤（東淀工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020049 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/06 10:42:00 
予定価格(税抜) 4,396,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 東淀工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

網干産業株式会社 4,140,000  落札
和正産業株式会社 4,230,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 飛灰用重金属処理剤（東淀工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020050 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/06 10:44:00 
予定価格(税抜) 7,456,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 東淀工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

フジオックス株式会社 6,028,800  落札
巽合成化学株式会社 6,080,000  
十全株式会社 6,096,000  
大鳥産業株式会社 6,144,000  
和正産業株式会社 6,336,000  
曽我株式会社 6,720,000  
株式会社辻本 6,752,000  
セイブ化成株式会社 7,360,000  
赤沢産業株式会社 7,456,000  
林六株式会社 7,728,000  
網干産業株式会社 11,104,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 排水用重金属処理剤（東淀工場）上半期概算買入
契約管理番号 2020051 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/06 10:46:00 
予定価格(税抜) 563,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜) 0円

納入又は履行場所 東淀工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

和正産業株式会社 500,400  落札
浦野株式会社 513,000  
巽合成化学株式会社 518,400  
十全株式会社 519,300  
セイブ化成株式会社 558,000  
林六株式会社 567,000  
赤沢産業株式会社 576,000  

くじ結果

順位 業者名称 くじ入力番
号

乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 令和２年度 鶴見工場排出焼却残滓処分業務委託（概算契約）
契約管理番号 2020055 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/09 10:01:09 
予定価格(税抜) 66,140,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 調査基準価格
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜) 0円

納入又は履行場所 当組合指定場所
登録種目 大阪市での登録種目が、「01：建物等各種施設管理－16：廃棄物処理」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

有限会社音在工業 48,090,000  落札
今里衛生協同組合 64,000,000  
京阪総合サービス株式会社 65,000,000  
大東衛生株式会社 65,265,000  
有限会社プロニーズ 65,500,000  
株式会社エイチ・ワイ・エス 68,800,000  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社エイチ・ワイ・エス 資格有

令和２年度 鶴見工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

大東衛生株式会社 資格有

令和２年度 鶴見工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

有限会社音在工業 資格有

令和２年度 鶴見工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

今里衛生協同組合 資格有

令和２年度 鶴見工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

有限会社プロニーズ 資格有

令和２年度 鶴見工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

京阪総合サービス株式会社 資格有

令和２年度 鶴見工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

くじ結果

順位 業者名称 くじ入力番
号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 令和２年度 西淀工場排出焼却残滓処分業務委託（概算契約）
契約管理番号 2020056 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/09 10:07:00 
予定価格(税抜) 50,822,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 調査基準価格
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜) 0円

納入又は履行場所 当組合指定場所
登録種目 大阪市での登録種目が、「01：建物等各種施設管理－16：廃棄物処理」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

株式会社三原興業 25,203,000  落札
有限会社プロニーズ 33,000,000  
株式会社林総業 39,930,000  
株式会社交野興業 40,650,000  
大東衛生株式会社 40,650,000  
京阪総合サービス株式会社 45,000,000  
株式会社東洋環境開発 辞退

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社林総業 資格有

令和２年度 西淀工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

大東衛生株式会社 資格有

令和２年度 西淀工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

株式会社交野興業 資格有

令和２年度 西淀工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

株式会社三原興業 資格有

令和２年度 西淀工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

株式会社東洋環境開発 資格有

令和２年度 西淀工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

有限会社プロニーズ 資格有

令和２年度 西淀工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

京阪総合サービス株式会社 資格有

令和２年度 西淀工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 令和２年度 八尾工場排出焼却残滓処分業務委託（概算契約）
契約管理番号 2020057 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/09 10:12:26 
予定価格(税抜) 54,158,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 調査基準価格
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜) 0円

納入又は履行場所 当組合指定場所
登録種目 大阪市での登録種目が、「01：建物等各種施設管理－16：廃棄物処理」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

一般社団法人関西広域環境事業団 41,370,000  落札
有限会社音在工業 47,280,000  
有限会社シンコウコーポレーション 51,500,000  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

一般社団法人関西広域環境事
業団

資格有

令和２年度 八尾工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

有限会社音在工業 資格有

令和２年度 八尾工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

有限会社シンコウコーポレー
ション

資格有

令和２年度 八尾工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

くじ結果

順位 業者名称 くじ入力番
号

乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 令和２年度 舞洲工場排出焼却残滓処分業務委託（概算契約）
契約管理番号 2020058 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/09 10:17:04 
予定価格(税抜) 37,458,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 調査基準価格
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜) 0円

納入又は履行場所 当組合指定場所
登録種目 大阪市での登録種目が、「01：建物等各種施設管理－16：廃棄物処理」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

一般社団法人関西広域環境事業団 25,340,000  落札
有限会社シンコウコーポレーション 27,758,000  
泉興業株式会社 31,421,600  
有限会社音在工業 32,580,000  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

一般社団法人関西広域環境事
業団 資格有

令和２年度 舞洲工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

有限会社音在工業 資格有

令和２年度 舞洲工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

泉興業株式会社 資格有

令和２年度 舞洲工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

有限会社シンコウコーポレー
ション

資格有

令和２年度 舞洲工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 令和２年度 平野工場排出焼却残滓処分業務委託（概算契約）
契約管理番号 2020059 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/09 10:21:29 
予定価格(税抜) 97,396,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 調査基準価格
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜) 0円

納入又は履行場所 当組合指定場所
登録種目 大阪市での登録種目が、「01：建物等各種施設管理－16：廃棄物処理」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

株式会社林総業 80,030,000  落札
株式会社北部衛生 88,880,000  
今里衛生協同組合 90,000,000  
福﨑清掃 92,250,000  
株式会社交野興業 92,250,000  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

福﨑清掃 資格有

令和２年度 平野工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

株式会社北部衛生 資格有

令和２年度 平野工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

株式会社林総業 資格有

令和２年度 平野工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

株式会社交野興業 資格有

令和２年度 平野工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

今里衛生協同組合 資格有

令和２年度 平野工場排出焼却残滓処分業務
委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

くじ結果

順位 業者名称 くじ入力番
号

乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 令和２年度 東淀工場排出焼却残滓等処分業務委託（概算契約）
契約管理番号 2020060 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/09 10:25:22 
予定価格(税抜) 41,917,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 調査基準価格
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜) 0円

納入又は履行場所 当組合指定場所
登録種目 大阪市での登録種目が、「01：建物等各種施設管理－16：廃棄物処理」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

株式会社交野興業 32,340,000  落札
株式会社北部衛生 39,450,000  
京阪総合サービス株式会社 40,000,000  
有限会社プロニーズ 40,100,000  
大東衛生株式会社 40,425,000  
福﨑清掃 41,160,000  
株式会社エイチ・ワイ・エス 41,400,000  
株式会社東洋環境開発 辞退
泉興業株式会社 辞退

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

福﨑清掃 資格有

令和２年度 東淀工場排出焼却残滓等処分業
務委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

株式会社北部衛生 資格有

令和２年度 東淀工場排出焼却残滓等処分業
務委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

株式会社エイチ・ワイ・エス 資格有

令和２年度 東淀工場排出焼却残滓等処分業
務委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

大東衛生株式会社 資格有

令和２年度 東淀工場排出焼却残滓等処分業
務委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

株式会社交野興業 資格有

令和２年度 東淀工場排出焼却残滓等処分業
務委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

泉興業株式会社 資格有

令和２年度 東淀工場排出焼却残滓等処分業
務委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

株式会社東洋環境開発 資格有

令和２年度 東淀工場排出焼却残滓等処分業
務委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

有限会社プロニーズ 資格有

令和２年度 東淀工場排出焼却残滓等処分業
務委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

京阪総合サービス株式会社 資格有

令和２年度 東淀工場排出焼却残滓等処分業
務委託（概算契約）に係る入札について指名す
る。※入札書受付期間 令和２年３月５日（木）
～令和２年３月６日（金）午後5時

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 令和2年度 作業服夏用ズボンほか10点買入
契約管理番号 2020052 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/11 10:01:00 
予定価格(税抜) 8,784,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 西淀工場ほか６か所
登録種目 大阪市での登録種目が、「15服類」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

株式会社三友繊維 8,587,410  落札
中谷株式会社 8,726,790  
近畿官公需被服協同組合 8,793,120  
日興繊維株式会社 9,542,480  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2020年度
件名 令和2年度 作業帽（野球帽型）ほか3点買入
契約管理番号 2020053 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/03/11 10:03:00 
予定価格(税抜) 660,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 西淀工場ほか６か所
登録種目 大阪市での登録種目が、「15服類」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

株式会社植田富商店 585,720  落札
株式会社ハザマ 700,000  

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
業務名 鶴見工場建替事業に伴う生活環境影響調査業務委託
契約管理番号 2020061 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札
業種 建設コンサル
落札方式 価格競争
業務場所 本組合指定場所
開札日時 2020/03/19 10:03:00 
予定価格(税抜) 94,600,000円
基準評価値

設計額又は見積額(税抜)

調査基準価格/最低制限価格区分 最低制限価格
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜) 75,611,000円

物件等級 指定しない
発注方式

添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

一般財団法人日本気象協会 88,360,000  落札
株式会社日建技術コンサルタント 94,480,000  
エヌエス環境株式会社 103,900,000  
中外テクノス株式会社 113,300,000  

くじ結果

順位 業者名称 くじ入力番
号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考


