
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校空調機清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年9月1日から令和2年12月15日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年8月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，８１６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社山口商会

10.契約金額 ￥１，８７１，１００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社大和 枚方市長尾谷町3-11-1 2,620,000 円

株式会社創美 東大阪市森河内東2-19-9 1,877,400 円

株式会社ビケンテクノ 吹田市南金田2-12-1 2,840,000 円

交野市水道サービス株式会社 交野市私市2-24-1 1,738,800 円

株式会社山口商会 大阪市港区南市岡1-4-7 1,701,000 円 落札

交野市郡津4-13-1 他3カ所

空調清掃業務一式
　交野市立第一中学校　37台
　交野市立郡津小学校　31台
　交野市立倉治小学校　34台
　交野市立旭小学校　24台

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 乙辺浄化センター臭気測定業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年9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8月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８９１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社環境総合リサーチ

10.契約金額 ￥７３７，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

日本検査株式会社理化学試験セン
ター

東大阪市吉田本町3-7-10 697,000 円

株式会社日本総合科学 大阪支所
大阪市淀川区東三国4-11-4新大阪明
成ビル3F

辞退

エヌエス環境株式会社西日本支社 吹田市垂水町2-36-27 辞退

アセス株式会社大阪事務所
大阪市北区梅田2-5-13桜橋第一ビル
304号

- 辞退

株式会社環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台2丁目3‐9 670,000 円 落札

交野市立乙辺浄化センター（交野市星田北1-7-5）

悪臭測定（１）　大気敷地境界　２２物質　測定３箇所
悪臭測定（２）　排出口　１３物質　測定箇所・高濃度臭気
　年2回　測定後に報告書を２部作成

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 簡易デジタル無線機購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年11月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年8月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，４７５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 コスモ電子通信株式会社

10.契約金額 ￥１，８０９，５００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

コスモ電子通信株式会社 松原市天美西4-175-4 1,645,000 円 落札

協和テクノロジィズ株式会社 大阪市北区中崎1-2-23 - 辞退

日栄無線株式会社 大阪市浪速区日本橋5-10-20 - 欠席

西菱電機株式会社大阪支社 大阪市北区堂島浜2-2-8 1,800,000 円

田中電気株式会社西日本支店 大阪市中央区久太郎町1-9-5 1,750,000 円

交野市消防本部（交野市天野が原町4丁目8-1）

簡易デジタル無線機47台（付属品を含む）
防水型スピーカーマイク47個
ハードケース47個

入札金額
（消費税を除く）



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監理業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年9月2日から令和2年12月25日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年8月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，８９２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 一級建築士事務所藤井設計事務所

10.契約金額 ￥１，７６０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年9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 2,000,000 円 1,700,000 円

株式会社小西建築事務所 大阪市西区江戸堀1丁目25-29 - - 辞退

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 1,600,000 円 落札

ナビ設計工房 大阪市都島区毛馬町5-4-11 2,220,000 円 1,680,000 円

コンストラクションインベストメントマネ
ジャーズ株式会社

大阪市中央区内本町2-4-7　大阪U2ビ
ル8F

3,730,000 円 辞退

交野市立保健福祉総合センター（交野市天野が原町5丁目5-1）

工事監理業務　　一式

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 公用車の購入（軽貨物５ドアバン１台）

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年10月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年8月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，２３２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 春日オート株式会社

10.契約金額 ￥１，１２４，１８７円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年9月1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 1,128,000 円

三光ホンダ販売株式会社 交野市倉治3-24-13 - 辞退

イワフネ自動車株式会社 交野市私市7-11-4 1,040,400 円

日産大阪販売株式会社交野店 交野市星田北1-29-3 - 欠席

カミタケ倉治株式会社 交野市倉治6-3-29 1,091,580 円

春日オート株式会社 交野市星田北5-10-19 1,021,989 円 落札

交野市私部１－１－１

車種：軽貨物５ドアバン
車種の詳細：ワンボックスタイプ・ハイルーフ
乗車定員：４人
車体の色：白色
駆動系式：４ＷＤ
トランスミッション：ＡＴまたはＣＶＴ
排気量：660ccクラス
燃料：無鉛レギュラーガソリン
台数：１台
装備・付属品：ドライブレコーダー他

入札金額（消費税を除く）


