
開札結果 落札者決定

年度 2021年度 

件名 令和３年度　八尾工場樹木維持管理業務委託（その２） 

契約管理番号 2021318 

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 2022/01/14 10:01:00 

予定価格(税抜) 5,329,000円  

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) 3,517,000円  

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、01:建物等各種施設管理-14:植物管理-03:樹木管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 

ナニワグリーン有限会社  3,529,000  落札  

グリーンリーフ  3,559,000  

株式会社前川造園土木  3,566,000  

有限会社松竹園  3,567,000  

葉山造園土木株式会社  3,571,000  

株式会社出口園芸  3,571,000  

サトウ造園  3,574,000  

有限会社東部緑化  3,574,000  

株式会社七建工業  3,580,000  

株式会社東建  3,590,000  

ヒノデグリーン株式会社  3,647,000  

株式会社グリーンプラニング  4,450,000  

株式会社Ｋｅｉ’ｓ  無効  

株式会社トラストグリーン  無効  

えびす株式会社  無効  

株式会社ティーオークリーンサービス  無効  

ＳＵＲＧＥ株式会社  無効  

株式会社植音  未受領  

株式会社さびえん  無効  

株式会社誠光園  無効  

株式会社御門庭苑  無効  

株式会社庭や  無効 



開札結果 落札者決定

年度 2021年度 

件名 令和４年度大阪広域環境施設組合鶴見工場で使用する電気の調達（単価契約） 

契約管理番号 2022001 

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 2022/01/31 10:01:00 

予定価格(税抜) 38,429,000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「13:その他代行-15:電力供給･売電-01:電力供給･売電」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 

日立造船株式会社  22,804,490  落札 



開札結果 落札者決定

年度 2021年度 

件名 令和４年度大阪広域環境施設組合西淀工場で使用する電気の調達（単価契約） 

契約管理番号 2022002 

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 2022/01/31 10:07:00 

予定価格(税抜) 66,817,000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「13:その他代行-15電力供給･売電-01:電力供給･売電」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 

日立造船株式会社  40,112,732  落札



開札結果 落札者決定

年度 2021年度 

件名 令和４年度大阪広域環境施設組合八尾工場で使用する電気の調達（単価契約） 

契約管理番号 2022003 

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 2022/01/31 10:11:00 

予定価格(税抜) 88,043,000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「13:その他代行-15:電力供給･売電-01:電力供給･売電」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 

日立造船株式会社  45,563,169  落札 



開札結果 落札者決定

年度 2021年度 

件名 令和４年度大阪広域環境施設組合舞洲工場で使用する電気の調達（単価契約） 

契約管理番号 2022004 

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 2022/01/31 10:15:00 

予定価格(税抜) 175,387,000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「13:その他代行-15:電力供給･売電-01電力供給･売電」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 

日立造船株式会社  107,094,442  落札 



開札結果 落札者決定

年度 2021年度 

件名 令和４年度大阪広域環境施設組合平野工場で使用する電気の調達（単価契約） 

契約管理番号 2022005 

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 2022/01/31 10:19:00 

予定価格(税抜) 117,472,000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「13:その他代行-15:電力供給･売電-01:電力供給･売電」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 

日立造船株式会社  63,567,740  落札 



開札結果 落札者決定

年度 2021年度 

件名 令和４年度大阪広域環境施設組合東淀工場で使用する電気の調達（単価契約） 

契約管理番号 2022006 

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 2022/01/31 10:22:00 

予定価格(税抜) 28,132,000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「13:その他代行-15:電力供給･売電-01:電力供給･売電」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 

日立造船株式会社  18,012,682  落札 



開札結果 落札者決定

年度 2021年度 

件名 令和４年度大阪広域環境施設組合鶴見工場で発電した余剰電力の売却（単価契約） 

契約管理番号 2022007 

入札方式 事後審査型制限付一般競争入札 

開札日時 2022/01/31 10:27:00 

予定価格(税抜) 277,730,914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「13:その他代行-15:電力供給･売買-01:電力供給･売買」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 

日立造船株式会社  628,574,436  落札  

丸紅新電力株式会社  522,829,021  

ゼロワットパワー株式会社  571,239,478  

株式会社エネット  617,686,546  



開札結果 落札者決定

年度 2021年度 

件名 令和４年度大阪広域環境施設組合西淀工場で発電した余剰電力の売却（単価契約） 

契約管理番号 2022008 

入札方式 事後審査型制限付一般競争入札 

開札日時 2022/01/31 10:39:00 

予定価格(税抜) 215,879,495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「13:その他代行-15:電力供給･売買-01:電力供給･売買」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 

株式会社エネット  515,464,544  落札  

丸紅新電力株式会社  437,944,657  

ゼロワットパワー株式会社  478,303,940  



開札結果 落札者決定

年度 2021年度 

件名 令和４年度大阪広域環境施設組合八尾工場で発電した余剰電力の売却（単価契約） 

契約管理番号 2022009 

入札方式 事後審査型制限付一般競争入札 

開札日時 2022/01/31 10:46:00 

予定価格(税抜) 130,206,063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「13:その他代行-15:電力供給･売買-01:電力供給･売買」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 

株式会社エネット  282,245,980  落札  

丸紅新電力株式会社  239,438,856  

ゼロワットパワー株式会社  278,053,052  



開札結果 落札者決定

年度 2021年度 

件名 令和４年度大阪広域環境施設組合舞洲工場で発電した余剰電力の売却（単価契約） 

契約管理番号 2022010 

入札方式 事後審査型制限付一般競争入札 

開札日時 2022/01/31 10:52:00 

予定価格(税抜) 430,722,589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「13:その他代行-15:電力供給･売買-01:電力供給･売買」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 

株式会社エネット  912,403,942  落札  

丸紅新電力株式会社  743,697,040  

日立造船株式会社  773,909,900  

ゼロワットパワー株式会社  894,454,733  



開札結果 落札者決定

年度 2021年度 

件名 令和４年度大阪広域環境施設組合平野工場で発電した余剰電力の売却（単価契約） 

契約管理番号 2022011 

入札方式 事後審査型制限付一般競争入札 

開札日時 2022/01/31 11:03:00 

予定価格(税抜) 151,652,790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「13:その他代行-15:電力供給･売買-01:電力供給･売買」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 

ゼロワットパワー株式会社  334,966,807  落札  

丸紅新電力株式会社  264,212,812  

株式会社エネット  334,133,019  



開札結果 落札者決定

年度 2021年度 

件名 令和４年度大阪広域環境施設組合東淀工場で発電した余剰電力の売却（単価契約） 

契約管理番号 2022012 

入札方式 事後審査型制限付一般競争入札 

開札日時 2022/01/31 11:08:00 

予定価格(税抜) 127,682,058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「13:その他代行-15:電力供給･売買-01:電力供給･売買」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 

日立造船株式会社  259,606,593  落札  

丸紅新電力株式会社  226,556,095  

株式会社エネット  245,767,937  

ゼロワットパワー株式会社  246,841,037  
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