
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 窒素酸化物・浮遊粒子状物質自動測定機購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年7月1日から令和5年3月20日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年6月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥5,797,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 株式会社デイケイケイサービス関西

10.契約金額 ¥2,576,200円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社ジェイ・サイエンス関西 吹田市垂水町３丁目２１番２４号 - 辞退

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 2,342,000 円 落札

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

2,777,000 円

環境計測　株式会社 京都市伏見区竹田北三ツ杭町84 2,498,000 円

安井器械株式会社 大阪市都島区中野町２丁目２番８号 2,450,000 円

株式会社　北浜製作所 大阪市中央区船越町二丁目1番6号 - 辞退

交野市役所大気常時監視測定局　交野市私部1-1-1

窒素酸化物・浮遊粒子状物質自動測定機　1式
（1式の構成内訳）
（1）窒素酸化物測定分析装置本体（吸引ポンプ含む）　1台
（2）校正装置　1台
（3）浮遊粒子状物質測定装置（測定部本体）　1台
（4）記録計　1台
（5）ケース（上記をすべて収納できるもの）　1台

※（4）記録計は窒素酸化物測定及び浮遊粒子状物質測定共用の記録計である
こと。

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校空調機清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年7月1日から令和4年10月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年6月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,926,000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 ¥2,085,600円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社山口商会 大阪市港区南市岡1-4-7 1,896,000 円 落札

近畿ビルテクノ株式会社　枚方営業所 大阪府枚方市北中振１丁目１０番１９号 7,900,000 円

株式会社タメゴエンジニアリング 大阪府大阪市淀川区木川東３－２－４ - 辞退

株式会社　創美 大阪府東大阪市森河内東２－１９－９ 2,133,000 円

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 2,011,000 円

交野市妙見坂7-20-1（妙見坂小学校）他3箇所

空調清掃業務　１式

交野市立妙見坂小学校　　　  　 ３１台
交野市立交野みらい小学校　　 　３２台
交野市立第一中学校　　       　４６台
交野市立第二中学校　　         ４９台
　　　　　　　　　　　　合計 １５８ 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・中学校消防設備保守点検業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年7月1日から令和5年3月10日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年6月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥6,523,000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　真電

10.契約金額 ¥5,610,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社興亜電業社　交野営業所 大阪府交野市倉治5丁目6番5号 6,120,000 円

有限会社アゴーテック 交野市神宮寺１丁目２６－１７ 6,023,000 円

有限会社ダイトー 寝屋川市御幸西町25-48 5,180,000 円

橘電工株式会社 大阪府交野市私市６丁目17-15 6,640,000 円

有限会社　真電 大阪府交野市倉治６－１３－１０ 5,100,000 円 落札

有限会社　小島電機 寝屋川市葛原1丁目29番16号 - 欠席

交野市星田3-33-4（星田小学校）他12箇所

交野市立小・中学校の消防・防火設備点検業務

１．消防設備（消火器具、屋内消火栓、自動火災報知、非常警報器具、避難器
具、誘導灯・標識防排煙抑制）の点検及び報告書作成・消防署への報告業務　　
１式

２．防火設備（防排煙設備）の検査業務及び報告書作成・大阪府への報告業務　
１式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 GIGAスクールサポーター配置委託事業

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年7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6月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥6,435,000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KDC

10.契約金額 ¥5,791,500円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社インタラック関西東海 静岡県浜松市中区伝馬町311番地の14 - 辞退

株式会社ベネッセコーポレーション小中学
校事業部

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号　新宿三
井ビルディング

- 辞退

株式会社ＫＤＣ 大阪府大阪市西淀川区千舟三丁目３番２号 5,265,000 円 落札

株式会社ＪＭＣ　西日本支店 大阪府大阪市北区豊崎５－４－９ - 辞退

株式会社ｉｉ１０４ 大阪府池田市畑１ー５ー２７ 5,796,000 円

交野市立小中学校

サポーター：2名
勤務時間等：原則、平日の8時30分～17時までの間で各学校へ訪問し、支援業
務を行う。
勤務期間：7月及び8月は学校へサポーターを設置することは不要で、9月から
上述のような本格的な勤務とする。
勤務内容：ICT環境整備支援、ICT教育環境の保守、業務報告

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市災害廃棄物処理計画策定支援業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年7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6月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥3,872,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 応用技術株式会社

10.契約金額 ¥2,369,400円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社エックス都市研究所　大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目9番1号 - 辞退

国際航業株式会社大阪支店
大阪市中央区南船場２丁目３番２号（南船場
ハートビル）

4,000,000 円

株式会社日産技術コンサルタント 大阪市中央区大手前一丁目2番15号 3,500,000 円

八千代エンジニヤリング株式会社大阪支
店

大阪市中央区城見１丁目４番７０号 9,000,000 円

応用技術株式会社
大阪市北区中崎西２－４－１２　梅田セン
タービル

2,154,000 円 落札

交野市

直接人件費1式：災害廃棄物処理計画策定業務

直接経費1式：打合せ等旅費・交通費

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和4年度防災倉庫購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年7月1日から令和4年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年6月24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 有限会社　コバシ産業

10.契約金額 ¥1,375,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

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

1,300,000 円 辞退

有限会社　コバシ産業 大阪府交野市星田北5-6-12 1,270,000 円 1,250,000 円 落札

ミドリ安全株式会社　高槻支店 大阪府高槻市庄所町２－２９ 1,580,000 円 辞退

株式会社ナガワ　大阪支店
大阪府大阪市北区中之島3-3-23　中之島ダ
イビル24階

- 辞退

株式会社ホウワ 奈良県大和郡山市横田町５９５番地の１ - 欠席

交野市私市9丁目5-10(私市小学校)

防災倉庫　１棟
スチール棚　１台

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 交野市地方公会計制度財務書類更新支援業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年7月1日から令和5年3月20日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年6月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,794,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 税理士法人　森田会計事務所

10.契約金額 ¥2,199,890円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

有限責任監査法人トーマツ　大阪事務所
大阪府大阪市中央区今橋四丁目１番１号　
淀屋橋三井ビルディング

- 辞退

横田慎一公認会計士事務所 大阪市鶴見区横堤1丁目12番13-207号 2,265,300 円

EY新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 - 辞退

税理士法人　森田会計事務所 奈良市油阪町456番地 第2森田ビル4F 1,999,900 円 落札

株式会社港公会計 東京都港区西新橋二丁目２番２号 - 辞退

交野市私部1丁目1番1号(交野市役所内)

専門的知識と経験を持つ者に、財務書類等の作成や指導助言、情報提供等支援
業務を委託するもの。
【業務内容】
①財務書類の作成・分析（分析資料作成）
②財務書類等の公表資料作成
③財務書類の分析等に関する支援
④固定資産台帳の更新・分析
⑤指導助言、情報提供、その他提案等の実施

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 免除川緑道照明灯LED化事業設計業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年7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6月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,881,000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 ¥1,595,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社アイプラス設計事務所 大阪府大阪市中央区常盤町１－４－１２ - 辞退

（株）浦野設計関西支社 大阪市中央区谷町2-2-20 - 辞退

株式会社　大和建築事務所
大阪府大阪市中央区谷町7丁目1番39-303
号

- 辞退

翔夢建築設計事務所
交野市私部二丁目１１－３０　プライムコート
２０１

1,500,000 円

一級建築士事務所　藤井設計事務所 交野市私部6丁目35-4 1,450,000 円 落札

交野市幾野1丁目地内他

実施設計　一式

入札金額
（消費税を除く）


