
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 消防防火服上下購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和5年3月24日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥4,521,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 Ark株式会社

10.契約金額 ¥4,400,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年8月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　マトイ防災 大阪市東住吉区杭全7丁目4番21号 - 辞退

株式会社　赤尾　大阪営業部 大阪府大阪市西区新町四丁目13番1号 4,700,000 円 辞退

Ａｒｋ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町10番2号 4,160,000 円 4,000,000 円 落札

株式会社マナユニット 大阪府箕面市船場西一丁目８番９号 - 辞退

株式会社ナカジマ 大阪府東大阪市小阪本町2－13－17 5,600,000 円 辞退

株式会社　倉本産業　大阪支店 大阪府大阪市中央区本町2-1-6 - 欠席

交野市天野が原町4丁目8番1号

消防防火服上下　２０着
４ヵ年で合計７８着を更新予定

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 交野市人権施策推進基本方針策定支援業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年8月1日から令和6年3月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,090,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 株式会社地域社会研究所

10.契約金額 ¥1,888,700円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年8月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　関西計画技術研究所 大阪市中央区天満橋京町1番26号 - 辞退

株式会社　地域社会研究所
京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町２
２８番地アオイビル

1,717,000 円 落札

株式会社オフィス・オルタナティブ 大阪市北区天神橋２丁目北２番２５号 1,727,000 円

株式会社ＨＲＣコンサルティング 東大阪市荒本新町8番27号　豊田ビル301 1,892,700 円

株式会社　地域未来研究所 大阪府大阪市北区堂島１丁目５番１７号 - 辞退

交野市天野が原町5丁目5-1

令和４年度に人権意識の変化や実態を把握するため、市民2,000人を対象に、
市民意識調査を実施。その後、集計・結果分析を行い、令和５年度においてそ
の分析結果を反映させ、関連法等との整合を図りながら、本市における人権施
策の指針となる人権施策推進基本方針を策定するもの。

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校特殊建築物等定期調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年8月1日から令和4年11月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥3,509,000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　トクオ　大阪事務所

10.契約金額 ¥3,245,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年8月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

有限会社リュウアーキテクツ
大阪府東大阪市新喜多２丁目６番２７－３０
２５号

- 辞退

株式会社建設環境コンサルティング　大阪
支店

大阪市中央区北浜東４番３３号 - 欠席

株式会社　山本建築設計事務所 大阪府松原市新堂1丁目523番地の6 9,490,000 円

株式会社　新大阪設計事務所
大阪市住吉区長居東四丁目２番６号（メゾン
長居）

- 辞退

株式会社　建綜研 大阪市北区大淀中１丁目８番５号 4,200,000 円

株式会社　トクオ　大阪事務所
大阪府大阪市淀川区西中島五丁目9番1号
新大阪花村ビル602

2,950,000 円 落札

交野市星田3-33-4(星田小学校)他12箇所

敷地及び地盤、建築物の外部、屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設等の目
視・指触による点検

定期点検及び報告書作成　１式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 公用車（軽貨物車）購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和5年3月17日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,309,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 カミタケ倉治株式会社

10.契約金額 ¥1,092,050円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年8月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社ホンダ四輪販売関西法人営業
部法人販売課

大阪市平野区喜連西6-1-55 - 欠席

日産大阪販売株式会社　交野店 大阪府交野市星田北１－２９－３ - 欠席

交野自動車整備工場 交野市倉治3丁目27-8 1,037,800 円

春日オート株式会社 大阪府交野市星田北五丁目１０番１９号 - 欠席

カミタケ倉治株式会社 大阪府交野市倉治6丁目3番29号 992,773 円 落札

交野市私部2-29-1

軽貨物５ドアバン　1台
ワンボックスタイプハイル―フ、２WD、ATまたはCVT、660CCクラス、無鉛レ
ギュラーガソリン、ドライブレコーダー、下取（廃車）1台あり

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 バッティングゲージ購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,145,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 吉田体機工業株式会社

10.契約金額 ¥968,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年8月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

青野スポーツ施設株式会社 大阪府守口市文園町５‐１９ - 辞退

吉田体機工業株式会社 大阪市阿倍野区松虫通３丁目８番４号 880,000 円 落札

ミズシマスポーツ株式会社 大阪市平野区平野馬場1丁目18番12号 1,405,000 円

株式会社　プチスポーツ 京都市上京区一条通御前通西入大東町99 1,388,000 円

株式会社　ニシオカ 大阪府大阪市住吉区南住吉三丁目17番5号 1,170,000 円

交野市星田8丁目67番1号(第三中学校)

バッティングゲージ　折畳式　1台
①前高さ3,500mm×後高さ3,000mm×前幅7,000mm×後幅5,000mm
②前面両袖　高さ3,500mm×幅1,500mm　開閉自在
③ポリエチレンネット39mm目
④奥行6,000mm×袖の1,500mmは奥行寸法に含まず
⑤キャスター200φ×9輪車
⑥参考品と同等以上の強度、耐久性、安全性をもつ材質・構造であること
⑦参考品：6-5-04(NISHIOKA)

バッティングゲージ　2台
①高さ3,500mm×正面幅3,000mm×両袖幅1,450mm
②ポリエチレンネット39mm目
③キャスター150φ×8輪車
④参考品と同等以上の強度、耐久性、安全性をもつ材質・構造であること
⑤参考品：6-5-10(NISHIOKA)

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立あさひ認定こども園屋上防水・外壁等改修工事設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年8月2日から令和4年11月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,387,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 株式会社ナビ設計工房

10.契約金額 ¥2,200,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年8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 3,700,000 円 2,290,000 円

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

5,000,000 円 辞退

株式会社小西建築事務所 大阪市西区江戸堀１丁目25-29 6,500,000 円 辞退

株式会社ナビ設計工房 大阪市都島区毛馬町5丁目6番25号2階 2,800,000 円 2,000,000 円 落札

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

株式会社金沢設計事務所 大阪府大阪市天王寺区生玉前町３番２５号 2,300,000 円 2,250,000 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 4,000,000 円 辞退

交野市星田5丁目2-12

実施設計内容
・屋上防水改修　　一式
・外壁改修工事　　一式
・上記改修に伴う、建築改修工事　一式
・改修に伴う必要な石綿分析調査

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 こどもゆうゆうセンター・高齢者生きがい創造センター屋上防水等改修工事設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年8月2日から令和4年11月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,079,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 株式会社アイプラス設計事務所

10.契約金額 ¥1,859,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年8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 1,690,000 円 落札

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

3,000,000 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 - 欠席

株式会社ナビ設計工房 大阪市都島区毛馬町5丁目6番25号2階 - 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

株式会社金沢設計事務所 大阪府大阪市天王寺区生玉前町３番２５号 - 辞退

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 3,000,000 円

交野市天野が原町5丁目5-1

実施設計内容
・屋上防水改修　　一式
・外壁改修工事　　一式
・上記改修に伴う、建築改修工事　一式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 税務室固定資産税係　複合機賃貸借

2. 場　　　所

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,980,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

10.契約金額 ¥913,550円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年8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 - 辞退

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 - 辞退

シャープマーケティングジャパン株式会社 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 907,500 円

富士フイルムビジネスイノベーションジャ
パン株式会社

大阪市中央区今橋二丁目5番8号 830,500 円 落札

コニカミノルタジャパン株式会社 大阪市西区西本町2丁目3番10号 1,018,875 円

東芝テック株式会社　関西支社
大阪市淀川区宮原４－１－６　　アクロス新
大阪

1,295,250 円

交野市私部1丁目1-1(税務室固定資産税係内)

令和4年8月1日から令和9年3月31日まで(履行期間)
令和4年9月1日から令和9年3月31日まで(賃貸借期間)

物件の種類及び数量：カラー複合機１台（コピー・プリンター機能・スキャナ
機能）
年間予定印刷枚数：モノクロコピー及びプリント　54,000枚/年、カラーコ
ピー及びプリント　　6,000枚/年

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 市内公園施設定期点検業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年8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7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥3,553,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 チリ化成株式会社

10.契約金額 ¥3,553,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年8月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　冨士濃商会 大阪府大阪市阿倍野区桃ヶ池町2-6-8 4,100,000 円

チリ化成株式会社 和歌山県紀の川市桃山町市場547-3 3,230,000 円 落札

暁保全 京都府京都市右京区太秦馬塚町25-1-303 - 辞退

株式会社コトブキ関西支店 大阪市北区天満橋1-8-30　OAPﾀﾜｰ15F 3,500,000 円

株式会社トーテック 大阪市東成区中本5-2-33 - 欠席

交野市内

市内148施設
劣化点検　一式
打合せ協議　一式

入札金額
（消費税を除く）


