
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 消防指揮車の購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年6月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，９９９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社関電Ｌ＆Ａ

10.契約金額 ￥９，５７０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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 9,100,000 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 - 辞退

株式会社関電Ｌ＆Ａ 大阪市西淀川区歌島2-4-7 8,700,000 円 落札

小川ポンプ工業㈱ 大阪市住吉区万代東1-5-22 9,000,000 円

平和機械株式会社 名古屋市中区金山2-1-5 8,900,000 円

株式会社トヨタテックス大阪 寝屋川市仁和寺本町4-20-44 9,000,000 円

交野市消防本部（交野市天野が原町４－８－１）

・車両タイプ　　　　ワンボックス型緊急車両　１台
・出力　　　　　　　１１０kW程度
・駆動方式　　　　　４輪駆動
・車両寸法　　　　　全　長　　４６９０mm～５０９０mm
　　　　　　　　　　全　幅　　１６９０mm～１７００mm
　　　　　　　　　　全　高　　２２００mm～２３００mm
・エンジン　　　　　ディーゼルエンジン
・排気量　　　　　　２７００CC程度
・装備・付属品　　　指定する仕様のとおり

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 軽量空気ボンベの購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年6月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，４６３，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社セフティー・サービス

10.契約金額 ￥１，３１６，７００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年7月1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 1,224,000 円

株式会社イマジョー 大阪市生野区巽北4-12-37 - 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 落札

中央商工株式会社 大阪市旭区大宮4-22-1 1,280,000 円

株式会社マトイ防災 大阪市東住吉区杭全7-4-21 1,213,200 円

交野市消防本部（交野市天野が原町４－８－１）

軽量空気ボンベ　4.7l　9本
（上下保護カバー付）
・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もの
・最高重点圧力　29.4Mpa
・携帯空気量　1,270L
・容器質量　3.0kg以下
・寸法　外径　140mm以内　長さ　485mm以下

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 妙見坂汚水幹線他改築に伴う実施設計委託（管更生）

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年7月1日から令和2年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年6月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，１２９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 近畿技術コンサルタンツ株式会社

10.契約金額 ￥５，２８０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ワイテック大阪事務所 大阪市中央区玉造2-16-8 8,000,000 円

株式会社大阪水道工業会研究所 大阪市北区天神橋3-6-26 9,900,000 円

株式会社吹上技研コンサルタント大
阪事務所

枚方市牧野本町1-3-3-103 - 辞退

近畿技術コンサルタンツ株式会社 大阪市中央区谷町2-6-4 谷町ビル 4,800,000 円 落札

國年上下水道設計株式会社 大阪狭山市金剛2-11-1 9,938,000 円

株式会社エフウォーターマネジメント
大阪事務所

大阪市東成区神路１丁目7-4コンフォートビル
ド301号室

8,800,000 円

交野市星田９丁目地内他

既設管内洗浄　　管渠内洗浄工　　　既設管径250㎜300㎜・・・１式
既設管内調査工　ＴＶカメラ調査工　既設管径250㎜300㎜・・・１式
管更生工法改築・詳細設計全工程　　　１業務（内径800mm未満）
管路延長447.53m　2工区
管路施設耐震設計（管更生工法）（ﾚﾍﾞﾙ１及びﾚﾍﾞﾙ2地震動）・１業務
管渠詳細設計　報告書作成・設計協議・・・・１業務

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市下水道事業経営のあり方検討業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年7月1日から令和3年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年6月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１４，９２７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社中央設計技術研究所関西事務所

10.契約金額 ￥９，３５０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社潮技術コンサルタント大
阪事務所

大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目3番31-
802号

- 辞退

株式会社中央設計技術研究所関
西事務所

大阪市西区江戸堀一丁目23番13号肥後橋ビ
ル３号館1002号室

8,500,000 円 落札

朝日航洋株式会社西日本空情支
社

吹田市垂水町3-35-31 10,500,000 円

交野市私部１－１－１

基礎調査業務　１式
投資・財投計画策定業務　１式
収支ギャップ解消取組業務　１式
下水道使用料適性化検討業務　１式
経営戦略策定業務　１式
経営戦略の推進　１式
審査・照査業務　１式
報告書作成業務　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 大判プリンタ（A１プラス対応）の購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年8月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年6月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，３７５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社日興商会高槻支店

10.契約金額 ￥１，１５３，９００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ディエスジャパン 東大阪市吉田本町3-3-45 1,163,600 円

有限会社高辻文具 四條畷市塚脇町6-14 1,344,000 円

株式会社日興商会高槻支店 高槻市日向町6-24 1,049,000 円 落札

株式会社教映社 大阪市旭区大宮4-15-6 - 辞退

株式会社ジャパンニューハン 大阪市淀川区新北野2-10-18 1,393,700 円

株式会社大塚商会 ＬＡ関西営業部 大阪市福島区福島6-14-1 - 辞退

交野市森北1-25-1　岩船小学校　他６校

A1対応　大判プリンタの購入。
　印刷可能サイズ：Ａ１対応
　印字方式：インクジェット
　インク：４または５色顔料
　接続方法：有線ＬＡＮ／ＵＳＢ対応
専用スタンドを付属品に含む。
配送、設置料及び現設置機器の撤去費用を含む。

数量：７台（各校１台）
納入場所：交野市立岩船小学校他６校

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市教育委員会GIGAスクールサポーター等配置委託事業

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年7月1日から令和3年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年6月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１０，３８４，０００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ｉｉ１０４

10.契約金額 ￥９，４６０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ＮＴＴドコモ関西支社 大阪市北区梅田1-10-1梅田DTタワー 16,320,000 円

株式会社ｉｉ１０４ 池田市畑1-5-27 8,600,000 円 落札

交野市立小中学校14校

スクールサポーター及びICT支援員の配置
勤務内容：授業におけるICT支援、教員研修の実施、ICT教育環境
の保守、業務報告等

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立倉治図書館外壁改修等工事設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和２年７月２日から令和２年９月３０日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年6月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，６９４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 翔夢建築設計事務所

10.契約金額 ￥１，６５０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

翔夢建築設計事務所 交野市私部2-11-30　プライムコート201 1,500,000 円 落札

一級建築士事務所藤井設計事務
所

交野市私部6-35-4 1,800,000 円

株式会社濵田設計測量事務所 寝屋川市秦町1-3 - 欠席

タミヤ建築設計株式会社 枚方市北中振3-8-1-806 1,800,000 円

有限会社　三和建築事務所 大阪府門真市常称寺町1番12号 2,700,000 円

交野市立倉治図書館（交野市倉治６-９-２０）

外壁等改修工事に係る実施設計及び積算業務　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 塵芥車（公用車）の購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年2月26日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年6月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，００９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 大阪日野自動車株式会社

10.契約金額 ￥７，２８３，６５０円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社関西マツダ 大阪市浪速区桜川1-3-25 - 辞退

大阪日野自動車株式会社 大阪市西淀川区千舟1-4-45 6,621,500 円 落札

新明和工業株式会社流体事業部　営
業本部　関西支店

大阪市淀川区宮原3-3-31上村ニッセイビ
ル

6,639,314 円

大阪マツダ販売株式会社法人営業部 東大阪市大連南4丁目27番17号 - 辞退

いすゞ自動車近畿株式会社守口支店 守口市八雲東町1-21-10 7,300,000 円

株式会社モリタエコノス関西支店 八尾市神武町2-68 7,200,000 円

極東開発工業株式会社関西支店 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 6,660,000 円

交野市環境事業所（交野市私部西３－３－１）

２ｔ級プレス式塵芥車　１台
　・シャーシ　　　　　　２ｔ級クラス
　・車種　　　　　　　　ワイドキャブ　高床　標準ボディー
　・最高出力　　　　　　１１０kW（１５０ＰＳ）以上
　・トランスミッション　ミッション仕様
　・燃料　　　　　　　　軽油
　・乗車定員　　　　　　３名

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 砂子坂歩道橋定期点検業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年7月2日から令和3年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年6月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，９２５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社エルクコンサルタント大阪支店

10.契約金額 ￥１，８５９，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社日本インシーク 大阪市中央区南本町3-6-14 - - 辞退

株式会社パスコ大阪支店 大阪市浪速区湊町1-2-3 - - 辞退

晃和調査設計株式会社 大阪市天王寺区上本町6-9-14 - - 辞退

株式会社エルクコンサルタント大阪支
店

大阪市中央区南船場1-3-17 1,890,000 円 1,690,000 円 落札

株式会社アーバンパイオニア設計 大阪市北区末広町3-3 - - 辞退

アジア航測株式会社大阪支店 大阪市北区天満橋1-8-30 OAPタワー 6,016,000 円 辞退

交野市私部西2丁目地内

計画準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式
関係機関協議及び協議用資料作成・・・1式
定期点検(横断歩道橋)・・・・・・・・・・・・・1式
個別施設計画の策定・・・・・・・・・・・・・・1式
報告書作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式
打合せ協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式

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）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部西線交野市駅前舗装補修設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年7月2日から令和2年11月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年6月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６２９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社浪速技研コンサルタント

10.契約金額 ￥１，９８０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社井沢設計 八尾市南小阪合町5-8-30 2,290,000 円

株式会社日照技術コンサルタント大阪
支店

枚方市牧野阪1-22-1 - 辞退

株式会社浪速技研コンサルタント 茨木市下穂積1-2-29 1,800,000 円 落札

株式会社サンテック 枚方市南中振1-1-28 1,890,000 円

株式会社かんこう大阪支店 大阪市城東区野江1-12-8 辞退

浜エンジニアリング株式会社大阪支店 交野市東倉治3-10-8 5,000,000 円

交野市私部西1丁目地内

１．計画準備・・・１式
２．現地踏査・・・１式
３．詳細設計・・・１式　(1)基本事項決定(2)公安協議関係資料作成
　　　　　　　　　　　　(3)施工計画および仮設計画(4)図面作成
　　　　　　　　　　　　(5)数量計算(6)概算工事費
４．報告書作成・・・１式
５．打合せ協議・・・１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立旭小学校低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年7月1日から令和2年10月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年6月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，０４３，９００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 友交産業株式会社

10.契約金額 ￥２７５，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

友交産業株式会社 八尾市福栄町2-33 250,000 円 落札

大栄環境株式会社 和泉市テクノステージ2-3-28 - 辞退

群桐エコロ株式会社 群馬県太田市新田大町600-26 - 辞退

株式会社ミナミノ 大阪府守口市南寺方東通4丁目23番18号 - 欠席

交野市星田4-18-1

既設キュービクル内のトランス（180kg）の収集運搬及び処分

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部公園グラウンド防球ネット改造事業整備工事

2. 場　　　所 私部南３丁目地内

3. 期　　　間 令和2年7月2日から令和2年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年6月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥２８，２４８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２１，６６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社上田建築工務店

10.契約金額 ￥２３，８２６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

水谷工業株式会社 大阪府交野市星田北6丁目2番14号 21,660,000 円

株式会社 上田建築工務店 大阪府交野市郡津５－４７－１２ 21,660,000 円
落札候補者

第１位

有限会社　森英興産 大阪府交野市南星台2丁目1番2号 辞退

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6-2-12 21,660,000 円

丸信住宅株式会社交野支店
大阪府交野市星田北６丁目11番1
号

24,700,000 円

株式会社吉信工務店
大阪府交野市郡津１丁目５５番１４
号

21,660,000 円

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 21,660,000 円

安積建設株式会社　交野営業所 交野市星田西4丁目11番4号 25,600,000 円

撤去工　一式
設置工　一式
施工延長　138.5m
施工面積　1,279.4㎡

入札金額（消費税を除
く）


