
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和4年度交野市プレミアム付商品券発行管理業務委託

2. 場　　　所 交野市地域振興課他

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年5月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ¥276,007,000円 （消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　－

9. 契約の相手方

10.契約金額 ¥265,235,787円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社日本旅行　大阪法人営業統括部
大阪市中央区備後町３－４－１山口玄
ビル６階

261,900,000 円

株式会社広済堂ネクスト
大阪市中央区高麗橋4-1-1　興銀ビル2
階

269,500,000 円

近畿日本ツーリスト株式会社　関西法人ＭＩＣＥ支
店

大阪府大阪市浪速区湊町一丁目4番38
号

259,077,989 円 落札

名鉄観光サービス株式会社　大阪団体支店
大阪府大阪市中央区難波4-7-14　難波
フロントビル11階

- 辞退

令和4年6月1日から令和5年3月10日まで

1)事務局の設置
2)商品券の作成・発行
3)コールセンター業務
4)購入引換券作成・発送業務
5)商品券販売業務
6)参加店舗募集・管理
7)換金業務
8)専用ウェブサイトおよび広報業務
9)データ管理

入札金額
（消費税を除く）

近畿日本ツーリスト株式会社　関西法人ＭＩＣＥ支店



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和4年度特殊詐欺対策機器購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年7月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,727,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方

10.契約金額 ¥1,617,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年6月1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

大阪府大阪市中央区本町橋1番5号 1,470,000 円 落札

株式会社城山　大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原5-8-5 - 辞退

パナソニックコネクト株式会社　現場ソ
リューションカンパニー　西日本社

大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番41
号

- 辞退

協和テクノロジィズ株式会社 大阪府大阪市北区中崎１－２－２３ - 欠席

三和通信工業株式会社 大阪市中央区北久宝寺町1-9-1 1,830,000 円

交野市役所危機管理室

特殊詐欺対策機器２００台

入札金額
（消費税を除く）

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



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和4年度可搬型蓄電池購入事業

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年8月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥13,970,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 株式会社みまさか電気工業

10.契約金額 ¥10,010,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

ユアサエムアンドビー株式会社 大阪市北区中之島３－３－２３ - 辞退

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

12,350,000 円

小川電機工事株式会社 大阪府交野市星田北5-21-5 無効 入札書不備

ヴィレップス合同会社
大阪府松原市田井城１丁目６－２２　５Ｆ
－Ａ

- 辞退

株式会社ピーシー販売 大阪府摂津市鳥飼銘木町15番21号 - 辞退

株式会社　みまさか電気工業 大阪府交野市倉治２丁目８番１２号 9,100,000 円 落札

交野市役所危機管理室

可搬型蓄電池10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・中学校トイレ清掃業務委託

2. 場　　　所 交野市星田3-33-4(星田小学校)他12箇所

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年5月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ¥39,446,000円 （消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　－

9. 契約の相手方 株式会社ハヤシハウジング

10.契約金額 ¥16,489,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

ダイセイ美建株式会社 大阪市天王寺区悲田院町8-12 16,672,500 円

株式会社　ハヤシハウジング
大阪府堺市東区日置荘田中町352番地
2

14,990,000 円 落札

リアンコーポレーション株式会社　東大阪営業所
東大阪市俊徳町4丁目5番3号ロイヤル
俊徳211号

25,650,000 円

株式会社サンメンテナンス 大阪市中央区和泉町一丁目1番14号 25,240,000 円

令和4年6月1日から令和5年3月24日まで

小学校（9校）トイレの日常清掃　一式
中学校（4校）トイレの日常清掃　一式

交野市立小学校９校、交野市立中学校4校のトイレ(手洗含む）の床の日常清掃業務及び床
以外の清掃業務。

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市天野川樋門水位データ観測事業

2. 場　　　所

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥5,775,000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 ¥4,268,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

環境計測　株式会社 京都市伏見区竹田北三ツ杭町84 3,880,000 円 落札

応用地質株式会社　関西事務所 大阪市淀川区田川北２丁目４番６６号 8,859,000 円

日本無線株式会社関西支社 大阪府大阪市北区梅田三丁目４番５号 - 辞退

沖電気工業株式会社　関西支社 大阪市中央区備後町２丁目６番８号 4,278,591 円

株式会社ＮＪＳ　大阪総合事務所
大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目1
番3号

- 辞退

ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ﾃﾞｰﾀ・ｶｽﾀﾏｻｰﾋﾞｽ株式会社 西
日本支社

大阪府大阪市北区堂島三丁目1番21号 - 辞退

交野市私市5丁目地内

水位計等の機器を設置して、樋門前後の水路の水位を計測し、水位データ
（2地点）を収集し、市に提供する。

水位観測システム使用料　　　１式（49ヶ月）

入札金額
（消費税を除く）

契約期間：令和4年6月1日から令和9年3月19日まで
使用期間：令和5年2月1日から令和9年2月28日まで
(49ヶ月)



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立倉治図書館電気・機械設備等改修工事設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年6月2日から令和4年8月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥4,609,000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 ¥4,004,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

（株）日本設備綜合研究所 大阪市北区西天満５丁目１番９号 - 辞退

株式会社トリ設備計画 大阪市中央区南船場２－７－１４ 辞退

株式会社三座建築事務所
大阪市西区江戸堀１－２２－３８ 三洋ビ
ル

5,000,000 円

株式会社　阿波設計事務所 大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 4,270,000 円

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

3,640,000 円 落札

株式会社　創英設計
大阪市中央区久太郎町１丁目９番２８号
松浦堺筋本町ビル

3,800,000 円

交野市倉治6丁目9-20

設計業務　　一式
受変電設備改修（容量再検討含む）
空調換気設備改修（仕様検討含む）
電気設備改修
設備改修に伴う建築雑工事

入札金額
（消費税を除く）


