
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田北５丁目地内汚水管布設工事（第２工区）

2. 場　　　所 交野市星田北５丁目地内

3. 期　　　間 令和4年3月1日から令和4年8月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年2月21日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査郵便型）

7. 予定価格 ¥37,994,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥27,530,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社中正　交野支店

10.契約金額 ¥30,283,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社西村工業　交野営業所 大阪府交野市郡津3-50-10-102号 - 辞退

佐藤土木工業株式会社　交野営業所 交野市郡津２丁目２９番２７号 27,530,000 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 27,530,000 円

有限会社　和紀総合 大阪府交野市郡津１丁目５５番１３号 27,530,000 円

橘内建設株式会社　交野支店 大阪府交野市私部五丁目22番6号 27,530,000 円

株式会社　中央土木　交野営業所 大阪府交野市星田北１丁目４３番２号 27,530,000 円

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 27,530,000 円

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 27,530,000 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 27,530,000 円

有限会社　森英興産 大阪府交野市南星台２丁目１番２号 27,530,000 円

株式会社中正　交野支店 大阪府交野市私部西3丁目11番16号 27,530,000 円
落札候補者
第1位（くじ）

堀舗道建設株式会社　交野営業所 大阪府交野市星田西3丁目14番１号 27,530,000 円

山本工業株式会社　交野支店 大阪府交野市星田北6-37-6 27,530,000 円

水谷工業株式会社 大阪府交野市星田北6丁目2番14号 - 辞退

有限会社 川人設備 交野市青山１丁目１７番４号 27,530,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西３－１６－３ 27,530,000 円

株式会社　エーティーエヌ　交野営業所 交野市南星台2丁目1番3号 27,530,000 円

株式会社　パシオン　交野営業所 大阪府交野市東倉治3丁目2番9号 27,530,000 円

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４－１７－６ 27,530,000 円

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治４－４７－７ 27,530,000 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 27,530,000 円

株式会社平田設備工産 大阪府交野市星田４丁目３３番３号 27,530,000 円

オーレス株式会社 交野市天野が原町4丁目１３番８号 - 辞退

管きょ工（開削，管径φ 200）L=253.4m
ﾏﾝﾎｰﾙ工（1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ）　12箇所
ます設置工（塩ﾋﾞ製 内径φ200）　９箇所
取付管布設工（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製 φ150）　９箇所
付帯工　１式
仮設工　１式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田北汚水幹線布設工事

2. 場　　　所 枚方市高田１丁目地内

3. 期　　　間 令和4年3月1日から令和4年8月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年2月21日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査郵便型）

7. 予定価格 ¥37,477,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥26,920,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 山本工業株式会社　交野支店

10.契約金額 ¥29,612,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社西村工業　交野営業所 大阪府交野市郡津3-50-10-102号 - 辞退

佐藤土木工業株式会社　交野営業所 交野市郡津２丁目２９番２７号 26,920,000 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 26,920,000 円

有限会社　和紀総合 大阪府交野市郡津１丁目５５番１３号 26,920,000 円

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6丁目2番12号 26,920,000 円

橘内建設株式会社　交野支店 大阪府交野市私部五丁目22番6号 26,920,000 円

株式会社　中央土木　交野営業所 大阪府交野市星田北１丁目４３番２号 26,920,000 円

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 26,920,000 円

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 26,920,000 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 26,920,000 円

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 26,920,000 円

有限会社　森英興産 大阪府交野市南星台２丁目１番２号 26,920,000 円

株式会社中正　交野支店 大阪府交野市私部西3丁目11番16号 26,920,000 円

堀舗道建設株式会社　交野営業所 大阪府交野市星田西3丁目14番１号 26,920,000 円

山本工業株式会社　交野支店 大阪府交野市星田北6-37-6 26,920,000 円
落札候補者
第１位（くじ）

水谷工業株式会社 大阪府交野市星田北6丁目2番14号 - 辞退

有限会社 川人設備 交野市青山１丁目１７番４号 26,920,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西３－１６－３ 辞退

株式会社　エーティーエヌ　交野営業所 交野市南星台2丁目1番3号 26,920,000 円

株式会社　パシオン　交野営業所 大阪府交野市東倉治3丁目2番9号 26,920,000 円

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４－１７－６ 26,920,000 円

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治４－４７－７ 26,920,000 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 26,920,000 円

株式会社平田設備工産 大阪府交野市星田４丁目３３番３号 26,920,000 円

φ250㎜小口径推進工　　Ｌ=48.1m
φ200㎜管布設工　　　　　L=68.4m
発進立坑（φ2500㎜揺動式）　1箇所
到達立坑（φ1500㎜揺動式）　1箇所
組立マンホール（1号）　　　　3箇所
付帯工　　　　　　1式
仮設工　　　　　　1式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和４年度　大気環境測定機器保守点検業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年2月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥5,654,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 環境計測　株式会社

10.契約金額 ¥5,654,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社デイケイケイサービス関西 大阪府門真市宮前町1番6号 6,150,000 円 辞退

グリーンブルー株式会社
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－
１４－１２

6,156,000 円 辞退

環境計測　株式会社 京都市伏見区竹田北三ツ杭町84 5,240,000 円 5,140,000 円 落札

安井器械株式会社 大阪市都島区中野町２－２－１３ - 辞退

大阪環境保全　株式会社 大阪市住吉区我孫子東２－６－１７ - 辞退

株式会社　兵庫分析センター
兵庫県姫路市広畑区正門通四丁目10
番地の8

- 辞退

環境監視施設（中央局）：交野市役所別館１階ＯＡ室
環境監視施設（天野が原局）:交野市天野が原町二丁目６５２番８他２筆

環境大気常時監視実務推進マニュアル（第三版）および各機器取扱説明書に基づき保守点検
を実施し、測定精度の維持および有効測定率を確保するもの。

入札金額
（消費税を除く）

入札金額（2回目）
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和４年度　第二京阪道路騒音調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月1日から令和5年1月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年2月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥825,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 有限会社日本交通流動リサーチ大阪支社

10.契約金額 ¥572,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　ビィー研究所
大阪府大阪市淀川区西中島６丁目８番
２０号

580,000 円

有限会社日本交通流動リサーチ大阪
支社

大阪府大阪市平野区西脇2-6-12　平野
エアクリアロイヤルハイツ202号室

520,000 円 落札

関西環境リサーチ　株式会社 大阪府寝屋川市田井町21-30 1,000,000 円

株式会社オーティーオー技術研究所 大阪市北区天満１丁目５番２号 - 辞退

ダイネツ環境リサーチ株式会社 大阪市中央区平野町１－８－８ - 辞退

環境監視施設（青山局）：交野市青山二丁目２６３１番３他１筆
環境監視施設（天野が原局）:交野市天野が原町二丁目６５２番８他２筆

履行場所における道路交通騒音調査および第二京阪道路専用部、一般
部、副道を走行する自動車等の交通量、平均走行速度の調査を行う。
調査時期は春季（5月）および秋季（11月）のそれぞれ1日（24時間）
実施する。

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　尿検査業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月1日から令和5年3月24日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年2月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥3,036,000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 協同臨床検査所

10.落札金額　※ ¥2,723,600円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

一般社団法人　京都微生物研究所 京都市山科区川田御出町3番地の4 3,714,000 円

株式会社　岩崎太子堂
大阪府大阪市天王寺区四天王寺一丁
目１４番２４号

- 欠席

株式会社 協同臨床検査所 大阪府門真市岸和田3-30-13 2,476,000 円 落札

株式会社　ファルコバイオシステムズ
京都府久世郡久御山町田井西荒見17-
1

- 辞退

株式会社関西環境センター 大阪府堺市中区小阪204-27 - 辞退

※落札金額は、入札金額の根拠となった単価に予定数量をかけ、消費税を加えたものであり、契約はその根拠となっ
た単価により行う。

交野市郡津1-43-1他（交野市立小・中学校及び教育委員会）

小学校4,080人中学校2,110人（小中学校の一次検査及び二次検査の合
計見込み数）程度に対して検体用容器の配布、回収および一次・二次
検査・報告の一連の業務を春と秋の２回実施として委託するもの。

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立乙辺浄化センター運転管理等業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年2月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥4,895,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 浅野アタカ株式会社大阪支店

10.契約金額 ¥4,620,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社マツイコーポレーション 大阪府和泉市井ノ口町２番２０号 - 辞退

有限会社松和メンテナンス
大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2丁目12番
59号

- 辞退

世界産業　株式会社 大阪府泉佐野市南中樫井473番地の1 - 辞退

サンテクノサービス株式会社 大阪市北区南森町２丁目４－３２ - 辞退

浅野アタカ株式会社大阪支店
大阪府大阪市此花区西九条５丁目３番
２８号

4,200,000 円 落札

株式会社高浄 大阪府高槻市須賀町４７番１９号 - 辞退

交野市星田北1丁目7番5号（交野市立乙辺浄化センター）

乙辺浄化センターにおける前処理業務及び機器点検業務等
　業務委託時間　月・水・金　９時～１６時

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校給食用昇降機保守点検業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年2月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,046,000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　エイビック

10.契約金額 ¥587,400円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　浄美社　大阪本部
大阪市福島区福島7丁目20番1号　KM
西梅田ビル内

- 辞退

鳳産業株式会社 大阪府高槻市八幡町2番43号 - 辞退

株式会社　エイビック 大阪府和泉市黒鳥町三丁目4番8号 534,000 円 落札

ジャパンエレベーターサービス関西株
式会社

大阪府大阪市中央区伏見町４－２－１４ - 辞退

近畿ビルサービス株式会社　大阪営
業所

大阪府大阪市中央区島町一丁目1番3
号　近畿ビル7階

2,200,000 円

交野市星田3-33-4（星田小学校）他11箇所

年点検及び報告書作成と届け出
定期保守点検及び報告書作成
緊急時の復旧対応

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

3. 期　　　間 令和4年4月1日から令和5年3月17日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年2月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,760,000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 ¥1,716,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　郡幸工業所 大阪府寝屋川市郡元町５番３号 2,100,000 円 辞退

関西浄化株式会社 大阪府寝屋川市高宮栄町1-1-106 - 辞退

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 1,680,000 円 1,620,000 円 1,560,000 円 落札

近畿興業　株式会社 東大阪市宝持１丁目６－２５ 1,980,000 円 1,670,000 円 辞退

交野市水道サービス株式会社 大阪府交野市私市２丁目２４番１号 1,856,000 円 辞退

交野市星田3-33-4（星田小学校）他12箇所

受水槽、高置水槽の点検・保守（4校分）
揚水ポンプの点検・保守（3校分）
受水槽、高置水槽の清掃と法定検査（4校分）
プール清掃（１3校分）

入札金額
（消費税を除く）

入札金額（2回目）
（消費税を除く）

入札金額（3回目）
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市役所本館等自家用電気工作物保安管理業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年2月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥712,800円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 大阪電気保安協同組合

10.契約金額 ¥534,600円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　大和 大阪府枚方市長尾谷町3丁目11番1号 540,000 円

大阪電気保安協同組合 大阪府八尾市太田3丁目217番地の11 486,000 円 落札

久保電気設備管理事務所 大阪府四條畷市北出町２４－８ 562,000 円

一般財団法人関西電気保安協会枚方
営業所

大阪府枚方市三矢町4-17 712,440 円

近畿電気消防保安株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番10号 555,600 円

交野市役所本館、別館及び旧消防庁舎（交野市私部１－１－１他）

電気事業法第４２条第１項及び第４３条並びに同施行規則第５２条第
２項の規定に基づき、電気工作物の保安管理業務を行う。
　保安管理業務の対象となる電気工作物
本館　　　　　変圧器容量１５０ＫＶＡ、７５ＫＶＡ、５０ＫＶＡ
別館　　　　　変圧器容量２００ＫＶＡ、７５ＫＶＡ
旧消防庁舎　　変圧器容量２００ＫＶＡ、３０ＫＶＡ

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 Ａ４用紙購入（単価契約）

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年2月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,600円／箱 （消費税を含まない）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 日本住宅設備株式会社

10.契約金額 ¥1,490円／箱 （消費税を含まない）

11.契約日 令和4年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　加地 交野市倉治5丁目1-38 1,560 円

大杉紙商事 大阪府大東市大東町１０－１６ 1,600 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

日本住宅設備株式会社 大阪府四條畷市岡山東2-4-1 1,490 円 落札

フタバフォーム印刷　株式会社 東大阪市本庄西1丁目4番31号 1,520 円

交野市私部１－１－１他

A4コピー用紙の購入
グリーン購入法に定める判断基準及び配慮事項を満たし、
総合評価値80以上であるもの。
　購入単位　1箱2,500枚入
　年間予定数量　1,865箱（4,662,500枚）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市マイクロバス運行管理業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年2月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,277,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 大新東株式会社　大阪営業所

10.落札金額　※ ¥1,776,995円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

京都京阪バス株式会社 京都府八幡市上奈良宮ノ東2番5 - 欠席

日本道路興運　株式会社 東京都新宿区西新宿6-6-3 - 辞退

有限会社　天理交通 奈良県天理市川原城町３３２－１ - 辞退

大新東株式会社 大阪営業所
大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ
橋スタービル9F

1,615,450 円 落札

奈良交通株式会社 奈良県奈良市大宮町１丁目１番２５号 - 辞退

※落札金額は、入札金額の根拠となった基本管理料及び時間外料金（単価）に予定数量をかけ消費税を
加えたものであり、契約は根拠となった金額をもって締結する。

交野市私部１－１－１

（１） 運転業務
（２） 車両管理業務
① 日常点検及び清掃
② 燃料の補給
③ 故障の報告
④ 車検の実施
⑤ 任意保険への加入

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 タブレット用通信回線調達

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年2月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,793,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社大塚商会　LA関西営業部

10.契約金額 ¥1,744,776円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年3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

- 辞退

株式会社ＷＩＴＨＷＩＮ 愛知県安城市東栄町三丁目816番地7 - 辞退

株式会社オプテージ 大阪市中央区城見2丁目1番5号 - 辞退

ＫＤＤＩ株式会社　ビジネスデザイン本
部関西営業統括部

大阪府大阪市中央区城見二丁目2番72
号

- 辞退

株式会社大塚商会　LA関西営業部 大阪市福島区福島6丁目14番1号 1,586,160 円 落札

ソフトバンク株式会社 東京都港区海岸１丁目７番１号 - 欠席

交野市私部１－１－１（交野市役所）他

タブレット端末の通信回線（LTE回線）の調達
調達物品　LTE通信回線（SIM）－法人用SufaceGo2で使用できるもの
回線数　　60回線
データプラン
　月額定額製
　1か月50GB以上
　SIM間の通信量のシェアは行わない
　通信量が超過した場合には、低速通信等を確保する

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市消防本部寝具賃貸借

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年2月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,914,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社旭寝具

10.落札金額　※ ¥1,782,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

三栄基準寝具株式会社 大阪府羽曳野市川向２０８４番地 1,855,590 円

前川　株式会社 大阪府東大阪市御厨東１－３－４２ 2,791,600 円

小山株式会社 奈良県奈良市大森町47番地の3 2,670,600 円

株式会社旭寝具 大阪府交野市妙見坂一丁目１６-１ 1,620,000 円 落札

※落札金額は、入札根拠となった単価等に予定数量をかけ、消費税を加えた額であり、契約はその根拠
となった単価等により行う。

交野市天野が原町4丁目8番1号（交野市消防本部）

寝具の賃貸借
　枕・掛布団・敷布団・毛布×２＝２５セット
　　－半年毎（敷布団は１年毎）に交換　1,096日分
　【枕カバー・布団カバー・シーツ】×人数分
　　－２週間に１回交換　予定数量5,148セット

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市広報紙編集機器導入

2. 場　　　所

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年2月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥4,334,000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　大阪本店

10.契約金額 ¥3,806,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

ソレキア株式会社西日本支社　関西イ
ンフラサービス統括部

大阪府大阪市中央区城見2-1-61　ツイ
ン21ＭＩＤタワー37Ｆ

- 辞退

日本電子計算株式会社　大阪支店
大阪府大阪市淀川区西中島二丁目１２
番１１号

- 辞退

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式
会社西日本社

大阪府大阪市淀川区宮原一丁目２番３
３号

- 辞退

トーテックアメニティ株式会社大阪事
業所

大阪府大阪市北区堂島2-1-31 - 欠席

富士通Ｊａｐａｎ株式会社　大阪第二統
括ビジネス部

大阪市中央区城見2丁目2番6号関西シ
ステムラボラトリ

- 辞退

株式会社　内田洋行　大阪支店
大阪府大阪市中央区和泉町２丁目２番
２号

- 辞退

株式会社ライオン事務器　大阪本店 大阪府東大阪市長田中３丁目５－４４ 3,970,000 円 落札

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　関西支
社

大阪府大阪市中央区城見一丁目４番２
４号

- 辞退

交野市私部1丁目1番1号

導入作業：令和4年4月1日まで
使用期間：令和4年4月1日から令和9年3月31日

広報紙の編集機器の導入及びソフトウェア等の導入
　【導入作業】
　　・デスクトップ型パソコン2台及び周辺機器
　　・モノクロレーザープリンター1台
　　・NAS2台及び無停電電源装置
　　・ネットワーク機器類
　【保守・ライセンス等】
　　・保守作業
　　・編集ソフト
　　・フォントソフト
　　・ウイルス対策ソフト

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 旧交野市立第1認定こども園解体工事

2. 場　　　所 交野市私市１丁目２９－１

3. 期　　　間 令和4年3月2日から令和5年3月10日まで

4. 概　　　要

5. 入札期間 令和4年2月18日（金）午前9時から令和4年2月24日（木）午後1時まで

6. 開札日時 令和4年2月24日（木）午後4時00分

6. 入札方法 制限付一般競争入札（電子入札）

7. 予定価格 ¥101,343,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥78,480,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 西野建設工業株式会社

10.契約金額 ¥86,328,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

木下建設　株式会社 大阪府堺市西区浜寺船尾町西2丁351 - 辞退

株式会社　前田組 大阪府寝屋川市大成町１番１号 78,480,000 円

西野建設工業株式会社 大阪市平野区瓜破7-1-5 78,480,000 円
落札候補者
第１位（くじ）

株式会社ヘイワ 大阪市平野区瓜破東6-2-6 78,480,000 円

株式会社昌栄工務店 大阪府枚方市片鉾本町15-7 78,480,000 円

三大建設株式会社 大阪府高槻市萩之庄二丁目6番12号 78,480,000 円

株式会社　キング工業 大阪市住吉区長居４丁目４番２３号 78,480,000 円

大勝建設株式会社 大阪市生野区中川西1丁目8番4号 78,480,000 円

株式会社前田産業 大阪支店
大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番45
号新大阪八千代ビル5階J号室

78,480,000 円

株式会社　Ａ・Ｓ・Ｐ
大阪市北区本庄西１丁目１番７－４４０４
号

78,480,000 円

北川組 大阪府八尾市上之島町北６丁目２１－１ - 辞退

株式会社　ツバサ建業 大阪府大阪市西淀川区出来島3-1-18 78,480,000 円

こども園棟解体一式
　RC造2階建て　延床面積1,337.63㎡
　　アスベスト除去工事一式
　　外部工作物解体一式（植栽等一部残置）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 旧交野市立第1認定こども園解体工事監理業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年3月2日から令和5年3月24日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年2月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥9,493,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 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

10.契約金額 ¥3,960,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　小笠原設計 大阪市中央区北浜東２丁目１９番 7,600,000 円

株式会社　器設計
大阪府大阪市中央区安土町1丁目7番
20号

辞退

株式会社　前田都市設計
大阪市天王寺区清水谷町7-4クレオドー
レ清水谷

- 辞退

株式会社　日匠設計
大阪府松原市阿保１丁目３番１２号　塩
野ビル

- 欠席

ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞ株式
会社

大阪市中央区内本町二丁目4番7号　大
阪U2ビル8階

3,600,000 円 落札

株式会社　林設計事務所 大阪市北区天神橋四丁目7番13号 - 辞退

交野市私市１丁目２９－１

工事監理業務一式

入札金額
（消費税を除く）


