
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 保健福祉総合センター（健康増進センター）2階・3階空調設備改修工事

2. 場　　　所 保健福祉総合センター（健康増進センター）2階・3階各室

3. 期　　　間 令和2年5月1日から令和2年7月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年4月24日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥１５，５１０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１２，２６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 共栄設備工業株式会社　交野営業所

10.契約金額 ￥１３，４８６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年5月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

共栄設備工業株式会社　交野営業所 交野市東倉治4丁目47番9号 12,260,000 円
落札候補者

第１位

株式会社プラス 大阪府交野市郡津三丁目2番6号 12,260,000 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 12,260,000 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 12,260,000 円

橘電工株式会社 大阪府交野市私市6丁目17-15 12,260,000 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 12,260,000 円

若林設備工業株式会社　交野支店 大阪府交野市倉治3丁目24番8号 12,260,000 円

健康増進センター2階・3階の空調設備改修工事

　　【機器改修対象室】
　　　2階　子宮がん検査室、控室、乳がん検査室、心電図検査室、検査室
（１）、検査室（２）、廊下

　　 3階　交野市医師会、交野市歯科医師会、交野市医師会訪問看護ステー
ション、展示活用室

入札金額（消費税を除
く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立総合体育施設屋上防水改修工事

2. 場　　　所 交野市向井田2-5-1

3. 期　　　間 令和2年5月1日から令和2年7月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年4月24日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥２９，７６６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２２，８８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社　ＫＧ

10.契約金額 ￥２５，１６８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年5月1日

対象建物
　交野市立総合体育施設・メインアリーナ棟・サブアリーナ棟・プール棟・屋外スタンド

工事内容
　2成分アクリルゴム塗膜防水の下地補修（平場・立上り）を撤去し、補修及び処置。
　アクリルゴム外壁塗膜化粧防水高弾性厚膜アクリルゴム系防水・防錆工法



12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　カナヱ商会 大阪府枚方市香里ヶ丘３丁目８－４２ 22,880,000 円

株式会社　松下克商店
大阪市東住吉区公園南矢田２丁目１
３番２号

－ 無効

三協工材　株式会社
大阪府大阪市西区靭本町２丁目５番
１５番

22,880,000 円

アイエス技建 東大阪市稲葉１丁目８番３９号 22,880,000 円

株式会社　ヤオテック 大阪市中央区松屋町住吉３－１６ 22,880,000 円

三星建工　株式会社
大阪府大阪市淀川区十三元今里2丁
目19番13号

22,880,000 円

株式会社　ハマキャスト 大阪市北区堂島2丁目3番5号 22,880,000 円

東洋技建工業　株式会社
大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目
3ｰ17

22,880,000 円

有限会社　大志 大阪市住吉区帝塚山東3-4-14 22,880,000 円

株式会社　日研コーポレーション 大阪市阿倍野区王子町2-13-19 22,880,000 円

東洋シポデック　株式会社 大阪府大阪市中央区材木町1番8号 22,880,000 円

有限会社　ハンワ
大阪府堺市中区八田西町2-18-51
丸十ビル302

22,880,000 円

キンキ瀝青工業　株式会社 大阪府東大阪市下小阪4-3-35 22,880,000 円

株式会社　ハンシン
大阪市中央区瓦町３－２－１０－５０
６

22,880,000 円

株式会社　ＫＧ 東大阪市荒本１丁目１番２２号 22,880,000 円
落札候補者

第１位

有限会社　晃研 大阪市浪速区敷津西1-1-25 22,880,000 円

株式会社　ショウリュウ 大阪市平野区長吉長原４－１６－２０ 22,880,000 円

株式会社　リ・コート
大阪府吹田市穂波町25-11嶋本マン
ション1階

22,880,000 円

株式会社　協榮リノベイション
大阪市東住吉区住道矢田6丁目16番
9号

22,880,000 円

株式会社　ソトムラ 大阪府東大阪市足代三丁目5番1号 22,880,000 円

関西土建　株式会社 東大阪市足代三丁目５番２１号 22,880,000 円

株式会社　マトバ大阪支店
大阪府大阪市淀川区西三国一丁目
１２番２号

22,880,000 円

株式会社　今重興産
大阪府堺市西区浜寺元町２丁１７０
番地

22,880,000 円

株式会社　安部興業 大阪市淀川区西中島4丁目7番20号 22,880,000 円

株式会社　西田塗装店
大阪市淀川区三津屋中２丁目１５番
３号

22,880,000 円

中外商工　株式会社 大阪市西区靱本町1丁目9番15号 22,880,000 円

ネオ・ルーフィング　株式会社
大阪府大阪市東淀川区大桐1丁目8
番5号

22,880,000 円

技巧エポ　株式会社 大阪府吹田市南吹田5-31-28 22,880,000 円

大阪塗工株式会社　大阪支店 大阪市西淀川区野里1-31-7-102 － 無効

株式会社　コーシン 大阪府吹田市天道町12番6号 22,880,000 円

有限会社　大阪匠工業 大阪府東大阪市稲田新町2-9-21 22,880,000 円

株式会社　平井工業 大阪府寝屋川市石津南町６番２号 22,880,000 円

株式会社　建材施工コンサルタント
大阪市北区東天満２丁目２番１５号
第六新興ビル２０７

22,880,000 円

高分子 株式会社
大阪府堺市中区深井北町３４１８番
地１

22,880,000 円

入札金額（消費税を除
く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 今池整備工事

2. 場　　　所 交野市幾野2丁目地内

3. 期　　　間 令和2年5月1日から令和3年7月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年4月24日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥１４５，７８３，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１０６，９７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社西村工業　交野営業所

10.契約金額 ￥１１７，６６７，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年5月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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 106,970,000 円

河本技建工業株式会社交野営業所 大阪府交野市私部３丁目１２番１６号 128,800,000 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 106,970,000 円

豊成建設工業株式会社　交野営業所 交野市向井田１丁目２６番９号 106,970,000 円

河本興業　株式会社　　交野営業所 大阪府交野市私部西２丁目１３－１８ 106,970,000 円

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6-2-12 106,970,000 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 106,970,000 円

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 106,970,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 － 辞退

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 106,970,000 円

株式会社西村工業　交野営業所 大阪府交野市東倉治4丁目47-9 106,970,000 円
落札候補者

第１位

業務内容

　埋立工　　　　　 　　V=23,180㎥
　道路築造工事　  　 L=121.3m
  歩道拡幅工　　　  　L=157.9m
　上水道工　　　　 　　L=93.9m
　下水道工　　　　 　　L=44.5m
　ブロック積護岸工　　A=419㎡
　水路整備工　　　　　L=214.7m
　その他工事　　　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和２年度 公用車（送迎用車両）購入

2. 場　　　所 交野市私部1-1-1（交野市役所）他

3. 期　　　間 令和2年8月25日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年4月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，１８０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 大阪トヨペット株式会社 法人営業部

10.契約金額 ￥３，７４０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年5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 3,684,000 円

大阪トヨペット株式会社 法人営業部 大阪市此花区北港1-4-64 3,400,000 円 落札

イワフネ自動車株式会社 交野市私市7-11-4 3,696,696 円

日産大阪販売株式会社 交野店 交野市星田北1-29-3 － 辞退

カミタケ倉治株式会社 交野市倉治6-3-29 3,561,302 円

・車両タイプ　　　　送迎用車両　１台
・最大出力　　　　　１００kW以上
・駆動方式　　　　　２ＷＤ
・トランスミッション　　ＡＴ
・車両寸法　　　　　全　長　　５０００mm以上６０００mm未満
　　　　　　　　　　全　幅　　１６５０mm以上
　　　　　　　　　　全　高　　２２００mm以上
　　　　　　　　　　室内高　　１５００mm以上
・乗車定員　　　　　１０名
・使用燃料　　　　　無鉛レギュラーガソリン
・装備・付属品　　　別表のとおり

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 デジタルフルカラー複合機賃貸借（単価契約）

2. 場　　　所

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年4月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，０５８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 富士ゼロックス大阪株式会社　公共文教営業部

10.契約金額 ￥１，１４５，１００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年5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

大阪市中央区本町橋1-5 － 辞退

プリントマシンセンター株式会社 大阪市天王寺区東高津町7-11-402 1,272,000 円

富士ゼロックス大阪株式会社　公共文教
営業部

大阪市中央区今橋二丁目５番８号 1,041,000 円 落札
キヤノンシステムアンドサポート株式会
社大阪中央営業部 大阪中央営業所

大阪市中央区本町2-5-7 － 辞退

シャープマーケティングジャパン株式会
社

大阪市平野区加美南3-8-25 1,500,000 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 － 辞退

コニカミノルタジャパン株式会社 関西支
社

大阪市西区西本町2-3-10 － 辞退

有限会社スリーエス 茨木市真砂2-15-8　奥谷第2事務所倉庫B-2 － 辞退

交野市消防本部　3階事務所

導入期間：令和2年5月1日から令和2年5月31日まで
賃貸借期間：令和2年6月1日から令和7年5月31日まで

■リース期間：60月

■予定印刷枚数
　カラーコピー：500枚／月
　モノクロコピー：10000枚／月

■保守体制
・月１回以上の定期点検と消耗品の補給と使用済消耗品の回収
・修理等の連絡先を機器のわかりやすい箇所に表示
・平日午前9時から午後5時30分の間に通報した修理等は可能な限り
　速やかに対応

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 森新池造成工事に伴う家屋状況調査等委託業務

2. 場　　　所 交野市森南2丁目地内

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年4月24日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１３，３４３，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　　―

9.契約の相手方 ㈱中央クリエイト関西支店

10.契約金額 ￥９，５７０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年5月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

㈱中央クリエイト関西支店 大阪市淀川区西中島1-15-2 8,700,000 円 落札

㈱間瀬コンサルタント大阪支店 吹田市江坂町1-12-10 15,000,000 円

写測エンジニアリング㈱大阪支店 大阪市天王寺区上本町3-2-15 8,770,000 円

令和2年5月1日から令和2年7月30日まで

家屋事後調査

　①写真撮影調査
　②垂直・水平・水準測定調査
　③その他調査

　事前調査と事後調査の撮影箇所すべてを対比し調査する

入札金額（消費税を除
く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和2年度 交野市大気環境調査委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年5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4月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，７４１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社環境総合テクノス

10.契約金額 ￥３，６３０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年5月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 3,300,000 円 落札

環境計測株式会社 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84 3,560,000 円

株式会社ケイ・エス分析センター 富田林市錦織南2-9-2 － 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

株式会社エヌ・イーサポート大阪支店 大阪市西淀川区姫島5-4-10 － 辞退

市内３定点（倉治小学校、総合体育施設、東倉治3丁目）

調査地点
　市立倉治小学校（倉治1-15-1）
　市立総合体育施設（向井田2-5-1）
　倉治3丁目（東倉治3-2148-1）　　他２筆

調査項目
　大気質：窒素酸化物、浮遊粒子状物質
　気　象：風向、風速、気温、湿度

測定回数：年４回（6，9，12，2月）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和2年度 交野市ダイオキシン類調査委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年5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4月24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 株式会社環境総合テクノス

10.契約金額 ￥　　６１６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年5月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 560,000 円 落札

株式会社タツタ環境分析センター 東大阪市岩田町2-3-1 － 辞退

帝人エコ・サイエンス株式会社 関西事業
所

茨木市南目垣1-4-1 900,000 円

エヌエス環境株式会社 西日本支社 吹田市垂水町2-36-27 1,650,000 円

一般財団法人 関西環境管理技術セン
ター

大阪市西区川口2-9-10 － 辞退

（大気）市役所屋上　　（土壌）市内２地点

１．大気調査仕様
　（１）委託業務内容
　　　①一般環境中の大気試料の採取　②ダイオキシン類の分析
　（２）調査時期及び回数　　年４回
　（３）調査方法
　　ダイオキシン類に係る大気環境測定マニュアル（平成20年3月、
　　環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室大気環境課）による。
２．土壌調査仕様
　（１）委託業務内容
　　　①一般環境中の土壌試料の採取　②ダイオキシン類の分析
　（２）調査時期及び回数　　年１回
　（３）調査方法
　　ダイオキシン類に係る土壌測定マニュアル（平成21年3月、
　　環境省水･大気環境局土壌環境課）による。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和2年度 河川水質調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年5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4月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，１９９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 帝人エコ・サイエンス株式会社 関西事業所

10.契約金額 ￥１，０８９，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年5月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 － 辞退

いであ株式会社 大阪支社 大阪市住之江区南港北1-24-22 － 辞退

帝人エコ・サイエンス株式会社 関西事業
所

茨木市南目垣1-4-1 990,000 円 落札

エヌエス環境株式会社 西日本支社 吹田市垂水町2-36-27 1,490,000 円

株式会社エヌ・イーサポート 大阪支店 大阪市西淀川区姫島5-4-10 － 辞退

交野市私市9丁目（天野川 ）他７ヶ所

１．対象河川
　天野川（３ヶ所）、星田中川、江尻川、傍示川、野々田川、がらと川
　及び臨時１ヶ所
２．業務内容
　　①検体の分析及び報告
　　②委託者の業務以外の業務（採水容器の提供、pH計・温度計の貸出）
３．検体採取日程
　６月、９月、１２月、２月の各月１回及び臨時１回の計５回
４．分析方法
　環境庁告示第59号「水質汚濁に係る環境基準について」、日本工業規
格JIS K 0102「工業排水試験方法」、JIS K 0125「用水・排水中の揮発性
有機化合物試験方法」及びJIS K 0312「工業用水・工場排水中のダイオキ
シン類及びコプラナーＰＣＢの測定方法」による。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立旭小学校保健室GHP更新工事

2. 場　　　所 交野市星田4-18-1（旭小学校）

3. 期　　　間 令和2年5月1日から令和2年7月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年4月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，７３１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，２８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社　平田設備工産

10.契約金額 ￥４，７０８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年5月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　北村商店 大阪府交野市私部５丁目２－３８ 4,280,000 円

橘電工株式会社 大阪府交野市私市6丁目17-15 4,280,000 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 4,280,000 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 4,280,000 円 落札（くじ）

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ － 辞退

若林設備工業株式会社　交野支店 大阪府交野市倉治3丁目24番8号 4,280,000 円

建築工事　　　　　　１式
電気設備工事　　　１式
機械設備工事　　　１式
ガス設備工事　　　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小学校（8校）中学校（3校）防火設備改修工事設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年5月1日から令和2年7月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年4月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，６９８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社建綜研

10.契約金額 ￥３，４１０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年5月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社前田都市設計 大阪市天王寺区清水谷町7-4 ｸﾚｵﾄﾞｰﾚ清水谷 － 辞退

株式会社藤田建築設計事務所 大阪市淀川区東三国1-27-1 5,500,000 円

共同設計株式会社 大阪市北区西天満5-10-14 － 辞退

株式会社都市環境設計 大阪市浪速区恵美須西2-14-30 － 辞退

株式会社類設計室 大阪市淀川区西中島4-3-2 － 辞退

株式会社建綜研 大阪市北区大淀中１-8-5 3,100,000 円 落札

交野市星田3-33-3 他10か所

既設防火設備改修工事に伴う設計図面及び工事費積算書作成

　防火設備対象校
　　星田（防火戸1）・郡津（防火戸1、ｼｬｯﾀｰ2）・岩船（防火戸3）・
　　倉治（防火戸4）・妙見坂（防火戸1、ｼｬｯﾀｰ3）・長宝寺（防火戸6、
　　ｼｬｯﾀｰ　1）・藤が尾（防火戸1）・私市（防火戸1、ｼｬｯﾀｰ1）・二中
　　（防火戸2、ｼｬｯﾀｰ2）・三中（防火戸6）・四中（防火戸3）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立星田小学校ほか8校電気設備調査委託業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年5月1日から令和2年10月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年4月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，１３６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 伸栄電機株式会社

10.契約金額 ￥２，８７１，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年5月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

小川電機工事株式会社 交野市星田北5-21-5 16,200,000 円

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 10,170,000 円

きんでん関西サービス株式会社 大阪市東成区東小橋1-13-13 － 辞退

株式会社かんでんエンジニアリング 大阪市北区中之島6-2-27 － 辞退

伸栄電機株式会社 守口市南寺方南通1-5-25 2,610,000 円 落札

交野市星田3-33-3 他8か所

履行場所：星田小学校、郡津小学校、岩船小学校、倉治小学校、
　　　　　妙見坂小学校、藤が尾小学校、私市小学校
          第三中学校、第四中学校

業務内容：⑴　キュービクル仕様の検討
　　　　　⑵　電気契約形態の検討
　　　　　⑶　高圧機器と高圧幹線の仕様検討
　　　　　⑷　低圧幹線の仕様検討
　　　　　⑸　絶縁抵抗と接地抵抗の測定

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2年5月1日から令和3年3月12日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年4月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，０２４，０００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 ￥１，８４８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年5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 寝屋川市郡元町5-3 1,800,000 円

株式会社交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 1,680,000 円 落札

株式会社大千工業 枚方市田口山2-13-16 1,800,000 円

エスク株式会社 大東市三箇4-18-18 1,950,000 円

関西浄化株式会社 寝屋川市高宮栄町1-1-106 - 欠席

交野市私部1-54-1 他13か所

・受水槽・高架水槽の点検・保守・清掃業務
・水槽の水張り終了後、給水栓及び水槽の水について、水質検査及び残留塩
素
　の測定
・揚水ポンプ・汚水ポンプの点検・保守業務
・プール清掃

入札金額（消費税を除く）


