
落札業者 給油方法
予定価格
(円)

契約単価
(円)

入札結果

ア
大阪府警察本部総務部留置管理課及び大阪
府警察本部地域部第一方面機動警ら隊で使
用するレギュラーガソリン

(株)シェル石油大阪発売所 フル 163.66 152.40

イ

大阪府警察本部地域部第一方面機動警ら隊
関目分駐所、大阪府警察本部交通部交通機
動隊及び大阪府警察学校附属自動車学校で
使用するレギュラーガソリン

(株)シェル石油大阪発売所 セルフ 165.93 139.70

ウ
大阪府警察本部地域部第二方面機動警ら隊
及び大阪府淀川警察署で使用するレギュ
ラーガソリン

(株)シェル石油大阪発売所 フル 161.84 152.40

エ
大阪府警察本部交通部駐車管理課及び大阪
府警察第二方面本部で使用するレギュラー
ガソリン

港石油（株） フル 166.84 149.90

オ
大阪府警察本部交通部交通機動隊高槻分駐
所で使用するレギュラーガソリン

吉川礦油(株) フル 162.75 162.10

入札不調による地方
自治法施行令第167
条の２第１項第８号に
より随意契約

カ
大阪府警察本部交通部交通機動隊枚方分駐
所で使用するレギュラーガソリン

(株)西日本宇佐美関西支店 セルフ 160.94 151.63

キ
大阪府警察本部交通部交通機動隊大東分駐
所で使用するレギュラーガソリン

川本産業（株） フル 161.39 158.00

ク
大阪府警察本部交通部交通機動隊八尾分駐
所で使用するレギュラーガソリン

カネコ石油（株） フル 160.48 146.00

ケ
大阪府警察本部交通部交通機動隊高石分駐
所及び大阪府高石警察署で使用するレギュ
ラーガソリン

エーワン石油（株） フル 163.20 160.00

コ
大阪府警察本部交通部高速道路交通警察隊
近畿吹田分駐所で使用するレギュラーガソ
リン

エネクスフリート（株）関西支店 セルフ 161.39 147.00

サ
大阪府警察本部交通部高速道路交通警察隊
阪神四ツ橋分駐所で使用するレギュラーガ
ソリン

(株)シェル石油大阪発売所 フル 165.02 152.40

シ
大阪府警察本部交通部高速道路交通警察隊
西名阪藤井寺分駐所で使用するレギュラー
ガソリン

ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱
西日本支店

セルフ 169.57 158.64

ス
大阪府警察本部交通部高速道路交通警察隊
阪神泉大津分駐所で使用するレギュラーガ
ソリン

(株)西日本宇佐美関西支店 セルフ 161.39 144.63

セ
大阪府警察本部交通部高速道路交通警察隊
近畿貝塚分駐所で使用するレギュラーガソ
リン

甲田石油（株） フル 161.85 155.80

タ
大阪府警察本部警備部第二機動隊及び大阪
府住之江警察署で使用するレギュラーガソ
リン

林兼石油（株）大阪支店 セルフ 159.57 143.10

チ
大阪府警察本部警備部第二機動隊で使用す
る軽油

林兼石油（株）大阪支店 セルフ 144.01 123.90

（消費税及び地方消費税を除く。）

案件名

令和４年度における自動車燃料の購入に係る単価契約の一般競争入札の結果について
（令和４年４月から令和５年３月分）

落札

落札



落札業者名 給油方法 予定価格（円） 契約単価（円） 入札結果

1 大淀 警察署 旭油業　株式会社 セルフ 162.12 129.80

2 曽根崎 警察署 旭油業　株式会社 フル 161.21 129.80

3 天満 警察署 旭油業　株式会社 フル 161.09 129.80

4 都島 警察署 株式会社　カワバタ セルフ 155.91 140.50

5 福島 警察署 株式会社　シェル石油　大阪発売所 セルフ 162.73 137.50

6 此花 警察署 大島商事　株式会社 セルフ 160.00 140.50

7 東 警察署 吉田石油　株式会社 フル 160.90 141.09

8 南 警察署 浪田石油　株式会社 フル 162.12 139.60

9 西 警察署 株式会社　シェル石油　大阪発売所 フル 163.94 150.10

10 港 警察署 株式会社　シェル石油　大阪発売所 セルフ 165.00 150.10

11 旭 警察署 東浦石油　株式会社 フル 153.63 131.50

12 城東 警察署 株式会社　シェル石油　大阪発売所 フル 157.27 150.10

13 鶴見 警察署 旭油業　株式会社 セルフ 153.18 149.90

14 天王寺 警察署 松屋町サービスステーション　株式会社 フル 160.00 139.00

15 浪速 警察署 伊丹産業　株式会社 セルフ 156.82 130.90

16 東成 警察署 株式会社　シェル石油　大阪発売所 セルフ 157.57 155.10

17 生野 警察署 バンドー石油　株式会社 フル 157.57 145.00

18 阿倍野 警察署 丸油産業　株式会社 フル 154.54 154.00

19 住吉 警察署 株式会社　シェル石油　大阪発売所 セルフ 153.41 139.00

20 東住吉 警察署 松原油業　株式会社 フル 154.09 140.00

21 平野 警察署 竹鶴油業　株式会社 フル 162.72 138.80

22 西成 警察署 ダイホーインターナショナル　株式会社 フル 155.45 136.62

23 西淀川 警察署 株式会社　シェル石油　大阪発売所 セルフ 157.73 137.50

24 高槻 警察署 伊丹産業　株式会社 セルフ 156.60 150.00

25 池田 警察署 株式会社　シェル石油　大阪発売所 セルフ 153.19 137.50

26 豊中 警察署 株式会社　シェル石油　大阪発売所 セルフ 153.94 137.50

27 羽曳野 警察署 竹鶴油業　株式会社 セルフ 159.21 137.70

28 枚岡 警察署 東大阪石油　株式会社 フル 160.46 157.27

29 河内 警察署 株式会社　カワバタ フル 151.82 146.00

30 布施 警察署 松屋町サービスステーション　株式会社 フル 155.45 154.00

31 八尾 警察署 壇上石油　株式会社 フル 157.58 156.00

32 松原 警察署 松原油業　株式会社 フル 153.38 140.00

33 柏原 警察署 竹鶴油業　株式会社 セルフ 152.95 141.90

34 枚方 警察署 松山石油　株式会社 フル 156.97 152.72

35 交野 警察署 北村石油　株式会社 セルフ 153.18 136.10

36 四條畷 警察署 川本産業　株式会社 フル 156.82 156.00

37 門真 警察署 山文商事　株式会社 セルフ 156.06 141.09

38 守口 警察署 越智石油　株式会社 フル 153.63 152.50

39 堺 警察署 株式会社　イトー フル 153.18 153.00

40 北堺 警察署 冨尾石油　株式会社 セルフ 149.70 149.00

41 西堺 警察署 株式会社　サントーコー　大阪支店 セルフ 153.27 139.09

42 中堺 警察署 伊丹産業　株式会社 セルフ 150.90 150.90

43 泉大津 警察署 冨尾石油　株式会社 セルフ 156.06 140.00

44 和泉 警察署 谷口石油店 フル 155.91 152.00

45 貝塚 警察署 伊丹産業　株式会社 セルフ 154.54 131.80

46 関西空港 警察署 エネクスフリート　株式会社　関西支店 フル 150.90 150.90
入札不調による地方自治法施行令第167条の２
第１項第８号により随意契約

47 泉佐野 警察署 株式会社　サントーコー　大阪支店 セルフ 162.42 139.09

48 泉南 警察署 角丸エナジー　株式会社 フル 152.91 139.00

49 黒山 警察署 松原油業　株式会社 フル 156.97 140.00

（消費税及び地方消費税を除く。）

所属

令和４年度における警察署の自動車燃料の購入に係る単価契約の一般競争入札の結果について
（令和４年４月から令和５年３月分）

落札

落札


