
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立保健福祉総合センター外壁等改修工事

2. 場　　　所 保健福祉総合センター（交野市天野が原町5-5-1）

3. 期　　　間 令和2年8月4日から令和2年12月25日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年7月27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 ￥６３，１５１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４８，８１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 安積建設株式会社　交野営業所

10.契約金額 ￥５３，６９１，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年8月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社吉信工務店
大阪府交野市郡津１丁目５５番１４
号

48,810,000 円

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6-2-12 48,810,000 円

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 48,810,000 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 48,810,000 円
落札候補者

第１位

直接仮設工事
外壁改修工事
その他工事（防水、塗装、その他）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 森南13号線北部測量業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年8月4日から令和2年9月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年7月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，５９５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社イシヤマエンジニアリング

10.契約金額 ￥４６２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年8月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社夏目技術コンサルタント 枚方市宮之下町8-2 580,000 円

株式会社アスカ 東大阪市荒本新町4-13 1,138,000 円

株式会社北斗エンジニアリング 茨木市沢良宜西2-17-48 680,000 円

株式会社家永技建 交野市幾野6-11-1 1,000,000 円

株式会社イシヤマエンジニアリング 東大阪市永和3-7-21 420,000 円 落札

交野市森南1丁目地内

測量業務
　・地形測量・・・・1式
　・4級基準点測量・・・３点
　・路線測量（中心線測量・縦断測量・横断測量）　0.09km

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市下水道管路施設TVカメラ点検業務委託（その３）

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年8月3日から令和2年11月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年7月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，８６３，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社エコ・テクノ 枚方支店

10.契約金額 ￥５，６６５，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年8月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 5,600,000 円 5,250,000 円

株式会社エコ・テクノ 枚方支店 枚方市北山1-54-55 5,400,000 円 5,150,000 円 落札

的場商事株式会社 吹田市川岸町21-45 5,680,000 円 辞退

管清工業株式会社大阪支店 大阪市城東区成育1-6-26 5,600,000 円 5,350,000 円

株式会社関西工業所 東大阪市俊徳町3-7-19 5,850,000 円 5,370,000 円

株式会社UDI 枚方市牧野本町1-38-13 5,400,000 円 5,200,000 円

交野市内

本管ＴＶカメラ調査工（直視側視式・小中口径）　L=5,616ｍ
報告書作成工（本管ＴＶカメラ調査工）　　　　　L=5,616ｍ
マンホール蓋点検工　　　　　　　　　N=210基
報告書作成工（マンホール蓋点検工）　N=210基

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 地方税電子申告サービス提供業務（長期継続契約）

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年8月3日から令和7年12月20日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年7月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１８，０４０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ＴＩＳ株式会社産業公共事業本部

10.契約金額 ￥３，４２５，４００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年8月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

日本電気株式会社 関西支社 大阪市中央区城見1-4-24 - 辞退

株式会社日立システムズ関西支社 大阪市北区堂島浜1-2-1 - 辞退

株式会社ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町1758 5,850,000 円

ＴＩＳ株式会社産業公共事業本部 大阪市北区堂島浜1-2-1 3,114,000 円 落札

交野市私部１－１－１（交野市役所内）

　受託業者は、交野市が地方税共同機構が運営している地方税ポー
タルシステムに参加し、地方税の電子申告に関する処理、及び、個
人住民税に係る公的年金からの特別徴収データの送受信等に関する
処理、所得税に係る確定申告データの送受信等に関する処理、地方
税共通納税システムに係る処理を行うためのASPサービスの提供を行
うこと。

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 画面転送装置（APPLE TV）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7月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，５５１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社ライオン事務器

10.契約金額 ￥１，４１５，１５０円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年8月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社関西支社 大阪市中央区城見1-4-24 - 辞退

株式会社富士通エフサス　西日本本部
関西支社

大阪市中央区城見2-2-22 - 辞退

株式会社ライオン事務器 東大阪市長田中3-5-44 1,286,500 円 落札

富士ゼロックス大阪株式会社公共文教
営業部

大阪市中央区今橋2-5-8 1,920,200 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 - 欠席

交野市立各小・中学校　14校

・APPLE TV　83台

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 小学校校務用パソコンの賃貸借

2. 場　　　所

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年7月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥５４，８５７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

10.契約金額 ￥３２，９２０，８００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年8月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 大阪市中央区城見1-4-24 29,928,000 円 落札

富士通リース株式会社関西支店 大阪市中央区城見2-2-53 - 辞退

日通商事株式会社大阪支店 大阪市北区中津5-4-10 - 辞退

交野市立各小学校10校及び交野市教育委員会

■ノートパソコン　233台
　・ＣＰＵ　インテルCORE i3　プロセッサーと同等以上
　・メモリ　4G以上
　・ＨＤＤ　250GB以上
　・ソフト　MicrofostOffice2019standardほか
　　　　　　市教委が指定するフリーソフトなど
　・保　守　5年間の翌営業日以降訪問修理をを含むなど

入札金額
（消費税を除く）

納入期間（準備期間）：令和2年8月1日から令和2年10月31日まで
賃貸借期間：令和2年11月1日から令和7年10月31日まで


