
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 軽量空気ボンベの購入

2. 場　　　所 交野市消防本部（交野市天野が原町4丁目8番1号）

3. 期　　　間 2020年2月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，４３６，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社マトイ防災

10.契約金額 ￥１，２８７，９００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

桜ホース株式会社大阪営業所 大阪市北区南森町1-2-25 1,260,000 円

キンパイ商事株式会社
大阪市淀川区西宮原2-1-3SORA新大
阪21・1401室

1,195,200 円

関西消防株式会社 大阪市北区中津5-2-26 辞退

株式会社セフティー・サービス 守口市南寺方南通3-1-23 1,197,000 円

株式会社マトイ防災 大阪市東住吉区杭全7-4-21 1,192,500 円 落札

軽量空気ボンベ　９本
　規格：カーボンFRP容器　アルミニウム合金
　高圧ガス容器関連法令に適合していること
　内容量：4.7L
　最高充填圧力：29.4MPa
　携帯空気量：1,270Ｌ
　容器質量：3.0㎏以下（容器のみの重量）
　寸法：外径140mm以下、長さ485mm以下（バルブは除く）
　バルブ角度：90度（ゲージ無）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 災害対応特殊消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）の購入

2. 場　　　所 交野市消防本部（交野市天野が原町4丁目8番1号）

3. 期　　　間 2020年2月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４４，９７９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 長野ポンプ株式会社大阪営業所

10.契約金額 ￥４２，９００，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年4月26日（本事業は議決案件の為、仮契約日）　 

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社モリタ関西支店 兵庫県三田市テクノパーク2-3 43,000,000 円

日本ドライケミカル株式会社大阪支店 大阪市淀川区西宮原1-4-13 41,400,000 円

株式会社ナカムラ消防化学　大阪営業所 大阪市西淀川区大和田5-21-20-102 辞退

日本機械工業株式会社大阪営業所 大阪市中央区北久宝寺町2-2-13 44,000,000 円

長野ポンプ株式会社大阪営業所 吹田市豊津町1-31由武ビル5階Ｃ室 39,000,000 円 落札

小川ポンプ工業株式会社 大阪市住吉区万代東1-5-22 欠席

災害対応特殊消防ポンプ自動車（ＣＤ-Ⅰ型）　　　１台

（車両の艤装政策は消防車両の安全基準検討委員会が定める「消防車両
の安全基準について」の項目を満足し、品質確保、環境配慮の観点から
ISO9001、ISO14001認証取得による品質管理システムによって製造が行
われていること。）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 ＣＤ－Ⅰ型消防ポンプ自動車の購入

2. 場　　　所 交野市消防本部（交野市天野が原町4丁目8番1号）

3. 期　　　間 2020年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２３，９６９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社モリタ関西支店

10.契約金額 ￥２３，７３８，０００円（消費税を含む）

11.契約日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社モリタ関西支店 兵庫県三田市テクノパーク2-3 21,800,000 円 21,580,000 円 落札

日本ドライケミカル株式会社大阪支
店

大阪市淀川区西宮原1-4-13 22,900,000 円 21,650,000 円

株式会社ナカムラ消防化学　大阪営
業所

大阪市西淀川区大和田5-21-20-102 辞退 ―

日本機械工業株式会社大阪営業所 大阪市中央区北久宝寺町2-2-13 24,800,000 円 辞退

長野ポンプ株式会社大阪営業所 吹田市豊津町1-31由武ビル5階Ｃ室 23,900,000 円 21,790,000 円

小川ポンプ工業株式会社 大阪市住吉区万代東1-5-22 欠席 ―

消防ポンプ自動車（ＣＤ-Ⅰ型）　　　１台

（車両は消防用車両の安全基準検討委員会が定める「消防車両の安全
基準について」の項目を満足し、製造については品質管理システム（ＩＳ
Ｏ認証取得）を構築していること。）

第１回入札金額
（消費税を除く）

第２回入札金額
（消費税を除く）

平成31年4月26日（本事業は議決案件の為、仮契約日）　



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市消防団新基準活動服の購入

2. 場　　　所 交野市消防本部（交野市天野が原町4丁目8番1号）

3. 期　　　間 2019年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，７４７，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社イマジョー

10.契約金額 ￥３，４６３，７７６円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住　所 適　　用

株式会社イマジョー 大阪市生野区巽北4-12-37 3,608,100 円 3,523,700 円 3,207,200 円 落札

株式会社ナカジマ 東大阪市小阪本町2-13-17 3,692,500 円 3,587,000 円 3,481,500 円

大興制服株式会社 大阪市住吉区千躰2-7-25 辞退 ― ―

株式会社赤尾　大阪営業部 大阪市西区新町4-13-1 3,692,500 円 3,565,900 円 3,481,500 円

株式会社大阪東洋 大阪市西区立売堀1-5-2 辞退 ― ―

消防団員用難燃オールシーズンストレッチ活動服
　上衣　211着
　下衣　211本

第１回入札金額
（消費税を除く）

第２回入札金額
（消費税を除く）

第３回入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立総合体育施設ジャグジー用濾過機更新工事

2. 場　　　所 交野市向井田2丁目5-1

3. 期　　　間 2019年5月1日～2019年7月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，９９６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，０６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ローレル株式会社　大阪本社

10.契約金額 ￥３，３０４，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

光伸株式会社 大阪市鶴見区鶴見六丁目9番26号 辞退

ローレル株式会社　大阪本社 大阪府大阪市住吉区長居2-5-11 3,060,000 円 落札（くじ）

ＪＦＥアクアサービス機器株式会社 大阪
営業所

大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目５番１
０号

辞退

関西トースイ株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島5-9-2 3,500,000 円

株式会社　水処理管理センター 大阪府大阪市北区南森町1-4-10 3,060,000 円

ジャグジー用濾過機更新工事
・既設濾過機　解体、搬出処分
・新設濾過機　搬入据付、配管接続
・試運転調整
　※試運転調整時に水質検査を実施し、その結果を市監督員に提出すること。
　　なお、厚生労働省健康局生活衛生課通知（平成19年5月28日健衛発第052
　　8003号）「遊泳用プールの衛生基準について」第2水質基準を満たすこ
　　ととする。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 都市公園危険木撤去工事

2. 場　　　所 交野市星田3丁目地内　他

3. 期　　　間 2019年5月7日～2019年7月5日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，９８７，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，９００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社　総合緑化

10.契約金額 ￥６，１５６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 大阪府交野市私市5丁目17番11号 5,980,000 円

蒼井創造 大阪府交野市幾野３－１７－１８ 6,000,000 円

株式会社グリーン京阪 大阪府交野市星田北８丁目２９－７ 6,170,000 円

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手４丁目７－３ 6,000,000 円

株式会社　総合緑化 大阪府交野市星田8丁目9番29号 5,700,000 円 落札

有限会社勝樹園　交野支店 大阪府交野市私部４－５８－１９ 5,794,000 円

剪定工　Ｎ＝３５本
伐木工　Ｎ＝５９本
伐根工　Ｎ＝１８本
枝葉・幹処分　１６８㎥
根処分　１６㎥

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 市内管理地危険木撤去工事

2. 場　　　所 交野市星田2丁目地内　他

3. 期　　　間 2019年5月7日～2019年7月5日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，０１７，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，８２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社山満造園

10.契約金額 ￥３，５６４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 大阪府交野市私市5丁目17番11号 3,300,000 円 落札

株式会社グリーン京阪 大阪府交野市星田北８丁目２９－７ 3,580,000 円

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手４丁目７－３ 3,600,000 円

株式会社　総合緑化 大阪府交野市星田8丁目9番29号 3,483,000 円

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 3,349,000 円

剪定工　Ｎ＝５４本
伐木工　Ｎ＝３５本
枝葉・幹処分　１８０㎥

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成31年度交野市大気環境調査委託

2. 場　　　所 交野市立長宝寺小学校及び星田西体育施設、東倉治3丁目2148-1他2筆

3. 期　　　間 2019年4月26日から2020年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，７０８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社環境総合テクノス

10.契約金額 ￥３，４１０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 3,100,000 円 落札

株式会社建設技術研究所 大阪事務
所

大阪市中央区道修町1-6-7 9,800,000 円

環境計測株式会社
京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町
84

3,380,000 円

帝人エコ・サイエンス株式会社 関西
事業所

茨木市南目垣1-4-1 5,700,000 円

株式会社日建技術コンサルタント 大阪市中央区谷町6-4-3 6,600,000 円

調査地点
　交野市立長宝寺小学校（交野市郡津1-43-1）
　交野市立星田西体育施設（交野市星田西3-28-1）
　交野市東倉治3丁目（交野市東倉治3-2148-1他2筆）

調査項目
　大気質：窒素酸化物、浮遊粒子状物質
　気　象：風向、風速、気温、湿度

測定回数：年４回（6，9，12，2月）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成31年度河川水質調査業務委託

2. 場　　　所 交野市私市9丁目（天野川 ）他７ヶ所

3. 期　　　間 2019年4月26日から2020年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，４９６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 帝人エコ・サイエンス株式会社 関西事業所

10.契約金額 ￥１，０８９，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 1,050,000 円

帝人エコ・サイエンス株式会社 関西事業
所

茨木市南目垣1-4-1 990,000 円 落札

エヌエス環境株式会社 西日本支社 吹田市垂水町2-36-27 1,340,000 円

一般財団法人 関西環境管理技術セン
ター

大阪市西区川口2-9-10 辞退

株式会社エヌ・イーサポート大阪支店 大阪市西淀川区姫島5-4-10 1,600,000 円

１．対象河川
　天野川（３ヶ所）、星田中川、江尻川、傍示川、野々田川、がらと川
２．業務内容
　　①検体の分析及び報告
　　②委託者の業務以外の業務（採水容器の提供、pH計・温度計の貸出）
３．検体採取日程
　６月、９月、１２月、２月の各月１回及び臨時１回の計５回
４．分析方法
　環境庁告示「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和４６年）、日本工業
規格JISK0102「工業排水試験方法」、JIS K 0125「用水・排水中の揮発性有
機化合物試験方法」及びJIS K 0312「工業用水・工場排水中のダイオキシ
ン類及びコプラナーＰＣＢの測定方法」（平成１１年９月２０日）による。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成31年度交野市ダイオキシン類調査委託

2. 場　　　所 （大気）交野市役所屋上　　（土壌）交野市内２地点

3. 期　　　間 2019年4月26日から2020年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，１００，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社環境総合テクノス

10.契約金額 　　￥６０５，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 550,000 円 落札

帝人エコ・サイエンス株式会社 関西事業
所

茨木市南目垣1-4-1 900,000 円

エヌエス環境株式会社 西日本支社 吹田市垂水町2-36-27 1,320,000 円

一般財団法人 関西環境管理技術セン
ター

大阪市西区川口2-9-10 879,000 円

株式会社エヌ・イーサポート大阪支店 大阪市西淀川区姫島5-4-10 1,500,000 円

１．大気調査仕様
　（１）委託業務内容
　　①一般環境中の大気試料の採取　②ダイオキシン類の分析
　（２）調査時期及び回数　　年４回
　（３）調査方法
　　ダイオキシン類に係る大気環境測定マニュアル（平成２０年３月、環境省水・大
　　気環境局総務課ダイオキシン対策室大気環境課）による。
２．土壌調査仕様
　（１）委託業務内容
　　①一般環境中の土壌試料の採取　②ダイオキシン類の分析
　（２）調査時期及び回数　　年１回
　（３）調査方法
　　ダイオキシン類に係る土壌測定マニュアル（平成２１年３月、環境省水･大気環
　　境局土壌環境課）による。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 公用車の購入

2. 場　　　所 交野市役所　他

3. 期　　　間 2019年7月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，１９２，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 カミタケ倉治株式会社

10.契約金額 　　￥９５９，５７７円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

交野自動車整備工場 交野市倉治3-27-8 1,747,000 円

三光ホンダ販売株式会社 交野市倉治3-24-13 欠席

イワフネ自動車株式会社 交野市私市7-11-4 1,815,340 円

カミタケ倉治株式会社 交野市倉治6-3-29 888,498 円 落札※

春日オート株式会社 交野市星田北5-10-19 1,716,178 円

台数：２台
車種：軽貨物５ドアバン
車体形状：ワンボックスタイプ・ハイルーフ
乗車定員：４人
車体色：白色
駆動形式：2WD
トランスミッション：ATまたはCVT
総排気量：660CCクラス
燃料：無鉛レギュラーガソリン
付属品：エアコン／パワーステアリング／フロントパワーウインドウ／エ
アバッグ／集中ドアロック／ＡＭＦＭラジオ／フロアマット／サイドバイ
ザー／ドライブレコーダー等

入札金額（消費税を除く）

※申し出により契約辞退



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立中学校ウォータークーラー新設工事

2. 場　　　所 交野市立第一中学校（交野市私部南3-1-1） 他3箇所

3. 期　　　間 2019年4月26日～2019年6月21日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，９７２，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，９７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社プラス

10.契約金額 ￥５，３６７，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社プラス 大阪府交野市郡津三丁目2番6号 4,970,000 円 落札（くじ）

有限会社　川人設備 交野市青山１丁目１７番４号 5,530,000 円

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４ー１７ー６号 5,380,000 円

森本水道工業 株式会社 大阪府交野市倉治２丁目１番１２号 5,300,000 円

交野市水道サービス株式会社 交野市私市2丁目24番1号 4,970,000 円

株式会社　森長工業　　交野支店 大阪府交野市倉治5丁目1番43号 4,970,000 円

各中学校ウォータークーラー新設に伴う給排水工事及び電源引込工
事

・第一中学校　管理棟下足室前　2台
・第二中学校　南棟下足室前　2台、　屋内運動場西側　1台
・第三中学校　南棟下足室前　2台
・第四中学校　屋内運動場出入口前　2台

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校給排水衛生機器定期検査等業務委託

2. 場　　　所 交野市交野小学校（交野市私部1-54-1） 他13箇所

3. 期　　　間 2019年4月26日から2020年3月15日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，１１２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社交野興業交野支店

10.契約金額 ￥１，９８０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

日化メンテナンス株式会社大阪営業
所

東大阪市中新開2-5-7 2,598,000 円

株式会社交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 1,800,000 円 落札

株式会社カンキョウ 大阪市中央区南船場1-11-9 2,300,000 円

エスク株式会社 大東市三箇4-18-18 1,990,000 円

株式会社クリタス西日本支社 高槻市芥川町1-7-26 辞退

・受水槽・高架水槽の点検・保守・清掃業務
・水槽の水張り終了後、給水栓及び水槽の水について、水質検査及び残
留塩素の測定
・揚水ポンプ・汚水ポンプの点検・保守業務
・プール清掃

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立第一中学校境界確定測量業務委託

2. 場　　　所 交野市立第一中学校（交野市私部南3丁目1-1）

3. 期　　　間 2019年4月26日から2019年12月26日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，０７０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 冨田登記測量事務所

10.契約金額 ￥４，０４８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

冨田登記測量事務所 交野市私部西1-6-5-210 3,680,000 円 落札

吉田登記測量事務所 交野市郡津4-3-6 3,800,000 円

谷川登記測量事務所 寝屋川市成田東町32-2 4,180,000 円

土地家屋調査士法人コクド 寝屋川市木田町3-26-105 4,500,000 円

水野土地家屋調査士事務所 枚方市楠葉並木2-22-10 3,810,000 円

・第一中学校（約1.67万㎡）の境界確定測量
・学校敷地と道路・水路等の分筆
・学校敷地内の水路の表示登記
上記作業に伴う地図訂正と表示登記、分筆、合筆作業一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 コピー用紙購入（Ａ４）

2. 場　　　所 交野市私部1-1-1（交野市役所）他

3. 期　　　間 2019年5月1日から2020年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，７００円／箱（消費税を含まない）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 フタバフォーム印刷株式会社

10.契約金額 ￥１，６００円／箱（消費税を含まない）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

大杉紙商事 大東市大東町10-16 辞退

日本住宅設備株式会社 四條畷市岡山東2-4-1 辞退

フタバフォーム印刷株式会社 東大阪市本庄西1-4-31 1,600 円 落札

関西文具株式会社 大阪市中央区南久宝寺町1-4-9 辞退

株式会社かたの書房 交野市私部5-11-8 辞退

１．対象用紙　Ａ４コピー用紙
２．品質条件
　（１）坪量　66g/㎡以上
　（２）紙厚　90μm以上
　（３）白色度　70%程度
　（４）平滑度　表25秒以上　裏20秒以上
　（５）総合評価値　80点以上
　（６）その他　①複写機・印刷機・ファクシミリに対応していること
　　　　　　　　②両面印刷対応し、平滑度が高く紙詰まりしにくいもの
　　　　　　　　③印刷時にしわがよりにくいもの
　　　　　　　　④古紙配合紙または森林認証紙（FSC®認証またはPEFC認
　　　　　　　　　証）であること。
３．契約単価　１箱（2,500枚入り）
４．契約者の決定方法
　　　単価に発注見込数を乗じて得た総額にて決定する。
　　　発注見込は、1,200箱、2,997,500枚/年（272,500枚/月）
　　　※契約は単価で締結する。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 Ｂ４更紙の購入

2. 場　　　所 交野市私部1-54-1（交野小学校） 他13か所

3. 期　　　間 2019年5月1日から2020年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７９６円／冊（消費税を含まない）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 大杉紙商事

10.契約金額 ￥７５０円／冊（消費税を含まない）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

大杉紙商事 大東市大東町10-16 750 円 落札

株式会社ＭＳクリエイト 大阪市天王寺区上本町5-5-15 辞退

日本住宅設備株式会社 四條畷市岡山東2-4-1 辞退

株式会社学校事務機センター 大阪市天王寺区東高津町7-11 辞退

大阪市学校用品株式会社 大阪市東成区神路3-4-13 800 円

レスター工業株式会社 大阪市中央区糸屋町2-3-2 辞退

品質について下記の品質条件を満たすこと。
【サ　イ　ズ】　Ｂ４
【契約単位】　1,000枚入/冊
【最低発注単位】　20冊
・坪量　48g/㎡以上
・紙厚　83μm以上
・白色度　50～55％程度
・平滑度　28～40秒程度
・古紙含有率　70％以上
・こわさ（縦）　54～85㎤/100
・購入予定数量　5,955冊(1,000枚/冊)

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成31年度複合機賃貸借（健康増進課）

2. 場　　　所 交野市私部1-1-1　他

3. 期　　　間 2019年6月1日から2024年5月31日【60月】

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，３００，０００円（消費税を含まない）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 東芝テック株式会社 関西支社

10落札金額 ￥１，３０５，０００円（消費税を含まない）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

リコージャパン株式会社販売事業本
部 関西MA事業部 官公庁・文教営業
部

大阪市中央区本町橋1-5 1,392,000 円

株式会社ＭＳクリエイト 大阪市天王寺区上本町5-5-15 辞退

プリントマシンセンター株式会社 大阪市天王寺区東高津町7-11-402 欠席

富士ゼロックス大阪株式会社公共営
業部

大阪市中央区今橋2-5-8 辞退

キヤノンシステムアンドサポート株式
会社大阪中央営業部 大阪中央営業
所

大阪市中央区本町2-5-7 辞退

東芝テック株式会社 関西支社 大阪市淀川区宮原4-1-6 1,305,000 円 落札

コニカミノルタジャパン株式会社　関
西支社

大阪市西区西本町2-3-10 辞退

■予定印刷枚数（６０月）
　　モノクロ：７２５，０００枚

■保守体制
・月１回以上の定期点検と消耗品の補給と使用済消耗品の回収
・修理等の連絡先を機器のわかりやすい箇所に表示
・開庁時に通報した修理等は可能な限り速やかに対応

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成31年度複合機賃貸借 (教育総務室)

2. 場　　　所 交野市私部1-1-1　他

3. 期　　　間 2019年6月1日から2024年5月31日【60月】

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，９８０，０００円（消費税を含まない）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 東芝テック株式会社 関西支社

10落札金額 　　￥８５２，０００円（消費税を含まない）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

リコージャパン株式会社販売事業本
部 関西MA事業部 官公庁・文教営業
部

大阪市中央区本町橋1-5 1,096,950 円

株式会社ＭＳクリエイト 大阪市天王寺区上本町5-5-15 辞退

プリントマシンセンター株式会社 大阪市天王寺区東高津町7-11-402 欠席

富士ゼロックス大阪株式会社公共営
業部

大阪市中央区今橋2-5-8 辞退

キヤノンシステムアンドサポート株式
会社大阪中央営業部 大阪中央営業
所

大阪市中央区本町2-5-7 辞退

東芝テック株式会社 関西支社 大阪市淀川区宮原4-1-6 852,000 円 落札

コニカミノルタジャパン株式会社　関
西支社

大阪市西区西本町2-3-10 辞退

■予定印刷枚数（６０月）
　　モノクロ：３５５，０００枚

■保守体制
・月１回以上の定期点検と消耗品の補給と使用済消耗品の回収
・修理等の連絡先を機器のわかりやすい箇所に表示
・開庁時に通報した修理等は可能な限り速やかに対応

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成31年度複合機賃貸借 (道路河川課)

2. 場　　　所 交野市私部1-1-1　他

3. 期　　　間 2019年6月1日から2024年5月31日【60月】

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，４６０，０００円（消費税を含まない）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方
リコージャパン株式会社販売事業本部
関西MA事業部 官公庁・文教営業部

10落札金額 　　￥９８６，３３０円（消費税を含まない）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

リコージャパン株式会社販売事業本
部 関西MA事業部 官公庁・文教営業
部

大阪市中央区本町橋1-5 986,330 円 落札

株式会社ＭＳクリエイト 大阪市天王寺区上本町5-5-15 辞退

プリントマシンセンター株式会社 大阪市天王寺区東高津町7-11-402 欠席

富士ゼロックス大阪株式会社公共営
業部

大阪市中央区今橋2-5-8 辞退

キヤノンシステムアンドサポート株式
会社大阪中央営業部 大阪中央営業
所

大阪市中央区本町2-5-7 辞退

東芝テック株式会社 関西支社 大阪市淀川区宮原4-1-6 辞退

コニカミノルタジャパン株式会社　関
西支社

大阪市西区西本町2-3-10 辞退

■予定印刷枚数（６０月）
　　モノクロ：２６，５００枚

■保守体制
・月１回以上の定期点検と消耗品の補給と使用済消耗品の回収
・修理等の連絡先を機器のわかりやすい箇所に表示
・開庁時に通報した修理等は可能な限り速やかに対応

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成31年度複合機賃貸借 (特定事業推進室)

2. 場　　　所 交野市私部1-1-1　他

3. 期　　　間 2019年6月1日から2024年5月31日【60月】

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８８２，０００円（消費税を含まない）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 東芝テック株式会社 関西支社

10落札金額 ￥７５７，５００円（消費税を含まない）

11.契約日 平成31年4月26日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

リコージャパン株式会社販売事業本
部 関西MA事業部 官公庁・文教営業
部

大阪市中央区本町橋1-5 辞退

株式会社ＭＳクリエイト 大阪市天王寺区上本町5-5-15 辞退

プリントマシンセンター株式会社 大阪市天王寺区東高津町7-11-402 欠席

富士ゼロックス大阪株式会社公共営
業部

大阪市中央区今橋2-5-8 辞退

キヤノンシステムアンドサポート株式
会社大阪中央営業部 大阪中央営業
所

大阪市中央区本町2-5-7 辞退

東芝テック株式会社 関西支社 大阪市淀川区宮原4-1-6 757,500 円 落札

コニカミノルタジャパン株式会社　関
西支社

大阪市西区西本町2-3-10 辞退

■予定印刷枚数（６０月）
　　モノクロ：３７，５００枚
　　　カラー：３７，５００枚

■保守体制
・月１回以上の定期点検と消耗品の補給と使用済消耗品の回収
・修理等の連絡先を機器のわかりやすい箇所に表示
・開庁時に通報した修理等は可能な限り速やかに対応

入札金額（消費税を除く）


