
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小中学校消防・防火設備点検業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年6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5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，７６４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 有限会社アゴーテック

10.契約金額 ￥５，１７０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社アゴーテック 交野市神宮寺1-26-17 4,700,000 円 落札

小川電機工事株式会社 交野市星田北5-21-5 － 辞退

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 － 辞退

有限会社ダイトー 寝屋川市御幸西町25-48 4,785,000 円

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 4,790,000 円

株式会社真電 交野市倉治6-13-10 4,849,000 円

交野市私部1-54-1他13箇所

小中学校の消防・防火設備点検業務
　屋内消火栓設備・自動火災報知設備・非常警報設備等の設備点検
　防火設備定期検査業務及び定期報告書作成・報告業務

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立私市小学校保健室・コンピュータ室GHP更新工事

2. 場　　　所 交野市私市9-5-10

3. 期　　　間 令和2年6月2日から令和2年8月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年5月26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 ￥１１，７５９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥　８，９６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社北村商店

10.契約金額 ￥　９，８５６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社プラス 大阪府交野市郡津三丁目2番6号 8,960,000 円

株式会社北村商店 大阪府交野市私部５丁目２－３８ 8,960,000 円
落札候補者

第１位

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 8,960,000 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 8,960,000 円

円

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 交野市立交野小学校他9校電源キャビネット設置工事

2. 場　　　所 交野市私部1-54-1他9箇所

3. 期　　　間 令和2年6月2日から令和3年3月22日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年5月26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 ￥２５，５８６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２０，９３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 小川電機工事株式会社

10.契約金額 ￥２３，０２３，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年6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 23,151,000 円

小川電機工事株式会社 大阪府交野市星田北5-21-5 20,930,000 円
落札候補者

第１位

セイヤ電気 大阪府交野市妙見坂３－１１－１４ 20,930,000 円

円

円

電源キャビネット設置工事（69台）　一式
　交野　10台　　　星田6台　　　郡津　9台　　岩船　6台　　倉治　10台
　妙見坂　7台　　　長宝寺3台　　旭　6台　　藤が尾6台　　私市　6台

入札金額（消費税を除
く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和2年度蓄電池購入事業

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年7月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２３，１００，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 キンパイ商事株式会社

10.契約金額 ￥１９，０３０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年6月1日（本事業は議決案件の為、仮契約日）

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2-1-3SORA新大阪21・
1401室

17,300,000 円 落札

東洋メンテナス株式会社 東大阪市本庄1-10-24 － 辞退

小川電機工事株式会社 交野市星田北5-21-5 17,380,000 円

司電機産業株式会社 枚方市春日北町1-13-6 26,390,000 円

株式会社コバシ産業 交野市星田北5-6-12 － 辞退

株式会社みまさか電気工業 交野市私部6-35-5 18,000,000 円

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 18,500,000 円

株式会社アクアプリベント 富田林市寿町3-6-4 － 欠席

交野市私部1-1-1（危機管理室）

品名　可搬型蓄電池及びソーラーパネル　１４台
仕様　可搬型蓄電池
　　　・蓄電容量　　2,500Wh以上　　　・ＡＣ定格出力　常時3,000W以上
　　　・機器外寸法　600mm×500mm×300mm以内　　・機器重量　30kg以内
　　　・出力端子　　AC100V×２口以上　　　　・動作温度　-10℃～45℃
　　　・充電豊富　　AC電源、ソーラーパネル　・耐用年数　７年以上
　　　・充電仕様　　過充電防止回路を有する。AC電源に接続している際は
　　　　　　　　　　一定の電池残量になった時点で再充電で開始されること。
　　　・その他　　　本体は堅牢であること。キャリーバー・キャスター付き
　　　　　　　　　　で可搬が容易であること
　　　ソーラーパネル
　　　・種別　単結晶シリコン　　・形状　可搬できるよう折りたたみができる
　　　・出力電圧（解放）　58.5V以上　　・出力電圧（実行）　49.5V以上
　　　・出力電流　　4A以上
　　　・寸法（折り畳み時）　430×320×70mm以内
　　　・寸法（解放時）　　　1530×860×5mm以内
　　　・機器重量　5.0kg以下　　　・主力端子　MC4
　　　・動作温度　-10℃～45℃　　・耐用年数　７年以上

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 可搬消防ポンプ（Ｃ－１級）の購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，１７７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 木内ポンプ株式会社

10.契約金額 ￥１，０６７，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社モリタ関西支店 兵庫県三田市テクノパーク2-3 － 辞退

中央商工株式会社 大阪市旭区大宮4-22-1 1,049,000 円

木内ポンプ株式会社 茨木市永代町4-105 970,000 円 落札

株式会社マトイ防災 大阪市東住吉区杭全7-4-21 1,020,000 円

第一防災株式会社 守口市大日東町12-5 - 辞退

交野市消防本部（交野市天野が原町4-8-1）

寸法　　　全長：400～500mm　全巾：550～650mm　全高：500～600mm
重量　　　乾燥重量：40～55kg
ポンプ　　ポンプは片吸込１段タービンポンプ
　　　　　真空ポンプはオイルレス式４翼偏心ロータリ真空ポンプ
　　　　　（ストレーナー付）、その他
放水能力　規格放水量　規格送水圧力0.5MPaにおいて500L/min以上
　　　　　高圧放水量　高圧放水圧力0.7MPaにおいて300L/min以上
　　　　　吹管長さ　8m
エンジン　形式は直列２気筒水冷４ストロークガソリン、冷却水還流式
　　　　　出力は7.3KW以上
　　　　　燃料タンク容量は約4L以上
　　　　　始動方式はリコイルスタータ式を備えるもの
保安装置　オーバーヒート防止装置
　　　　　油圧低下警告装置（回転制御機能付）
　　　　　課回転防止装置（機械式ガバナ、電子式ガバナ）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田汚水幹線他改築に伴う実施設計委託（管更生）

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年6月1日から令和2年8月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，４１５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社昭和設計コンサルタント

10.契約金額 ￥３，８６３，２００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社日新技術コンサルタント大阪事務
所

大阪市淀川区宮原2-14-10 9,800,000 円

株式会社関西エンジニヤリング大阪営業所 大阪市淀川区西中島6-7-3第6新大阪ビル３F 11,800,000 円

株式会社昭和設計コンサルタント 大阪市北区東天満2-9-4 3,512,000 円 落札

株式会社西日本設計 大阪市天王寺区寺田町2-5-14 4,870,000 円

日本水工設計株式会社大阪支社
大阪市中央区南船場2-9-8 シマノ・住友生命ビ
ル

9,900,000 円

株式会社日建技術コンサルタント 大阪市中央区谷町6-4-3 9,004,000 円

交野市星田7丁目地内他

既設管内洗浄　管渠内洗浄工　既設管径250mm　一式
既設管内調査工　ＴＶカメラ調査工　既設管径250mm　一式
管更生工法改築・詳細設計全行程　1業務
　（内径800mm未満）管路延長447.53m　2工区
管路施設耐震設計（管更生工法）（レベル1及びレベル２地震動）　1業務
管渠詳細設計　報告書作成　1業務
管渠詳細設計　設計業務　1業務

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 Ｂ４更紙の購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８２５円／冊（消費税を含まない）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 大杉紙商事

10.契約金額 ￥７９０円／冊（消費税を含まない）

11.契約日 令和2年6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5-1-38 － 欠席

大杉紙商事 大東市大東町10-16 790 円 落札

フタバフォーム印刷株式会社 東大阪市本庄西1-4-31 － 辞退

大阪市学校用品株式会社 大阪市東成区神路3-4-13 945 円

上田商店 寝屋川市清水町37-6 － 辞退

交野市私部1-54-1（交野小学校）他13か所

サイズ　　　　　　　Ｂ４
契約単位　　　　　　1,000枚入／冊
最低発注単位　　　　20冊
品質　坪量　　　　　48ｇ／㎡以上
　　　紙厚　　　　　83μm以上
　　　白色度　　　　50～55%程度
　　　平滑度　　　　28～40秒
　　　古紙含有率　　70%以上
　　　こわさ（縦）　54～85c㎥/100程度
購入予定枚数　　　　5,458冊

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 市内管理地除草業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年6月2日から令和2年7月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，７４３，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社山満造園

10.契約金額 ￥６，３２５，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 5,750,000 円 落札

交野造園 交野市私部2-13-11 6,150,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 5,800,000 円

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 6,100,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 5,850,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 5,870,000 円

株式会社パーククリエイト交野支店 交野市郡津1-1-503 6,000,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 6,170,000 円

石田造園土木株式会社交野支店 交野市寺2-18-17 6,050,000 円

株式会社御庭屋交野支店 交野市私部5-14-3 6,000,000 円

蒼井創造 大阪府交野市幾野３－１７－１８ 5,770,000 円

交南設備株式会社交野営業所 大阪府交野市倉治4丁目47番7号 5,800,000 円

有限会社勝樹園交野支店 大阪府交野市私部４－５８－１９ 5,850,000 円

交野市倉治6丁目地内他

施工箇所
　倉治がらと川線、私部寺線、私部森南線、磐船駅前線、星田寝屋線、
　私市山手11号線、星田山手緑地
作業内容
　機械除草　A=15,000㎡　 人力除草　A=1,200㎡
　機械刈込　A=1,200㎡　　刈草処分　V=70㎥　　　交通管理工　一式

入札金額（消費税を除く）


