
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 藤が尾３丁目地内汚水管改築工事（管更生）

2. 場　　　所 交野市藤が尾３丁目地内

3. 期　　　間 令和2年12月28日から令和3年3月19日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年12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 ￥１９，０８５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１３，４６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 芦森エンジニアリング株式会社

10.契約金額 ￥１４，８０６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　セイワプラント 大阪市住吉区長居四丁目5番18－104号 13,460,000 円

株式会社　エコ・テクノ　枚方支店 枚方市北山１丁目５４番５５号 13,460,000 円

八光興業株式会社
大阪府南河内郡太子町大字山田1116番
地の36

13,460,000 円

都市クリエイト株式会社 大阪府高槻市上田辺町19番8号 13,460,000 円

株式会社アレイサービス 大阪府東大阪市若江南町5丁目2番38号 無効
入札書記入
不備のため

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 13,460,000 円

株式会社トキト 大阪府堺市中区土師町4-5-17 - 辞退

武田興業　株式会社 大阪府枚方市東船橋1-1 13,460,000 円

株式会社　サンダ 大阪府堺市北区金岡町704番地1 13,460,000 円

環境テクノス株式会社　大阪支店 大阪府守口市藤田町2-15-10-201 13,460,000 円

芦森エンジニアリング株式会社 大阪市西区土佐堀１丁目４番８号 13,460,000 円
落札候補者

第一位

株式会社　ＵＤＩ 大阪府枚方市牧野本町一丁目38番13号 13,460,000 円

株式会社　アキエンタープライズ 大阪府枚方市牧野本町一丁目1番60号 13,460,000 円

一般財団法人　大阪府管更生技術機構 大阪府枚方市牧野本町一丁目1番59号 13,460,000 円

東和工業株式会社 大阪府枚方市牧野本町一丁目1番59号 13,460,000 円

有限会社東阪アメニティ 大阪府東大阪市上小阪１丁目８番１４号 13,460,000 円

的場商事株式会社 大阪府吹田市川岸町２１番４５号 13,460,000 円

北大阪環境株式会社 大阪府寝屋川市美井元町１０番２５号 13,460,000 円

株式会社末廣興業　岸和田本店 岸和田市田治米町502番地 - 辞退

管清工業　株式会社　大阪支店 大阪市城東区成育１丁目６番２６号 13,460,000 円

管きょ内面被覆工（反転・形成工法）
既設管径　250mm

換気工　　　　　　1式　　既設管内調査工　1式
管きょ更生水替工　1式　　既設管内処理工　1式
既設管内洗浄工　　1式　　仮設工　　　　　1式

施工延長　L=172.02m

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 タブレット端末導入

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12月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，９７６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 トーテックアメニティ株式会社

10.契約金額 ￥６，５６７，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 - 欠席

株式会社内田洋行　大阪支店 大阪市中央区和泉町2-2-2 - 辞退

ソレキア株式会社西日本支社関西イ
ンフラサービス統括部

大阪市中央区城見2-1-61ツイン21MIDタ
ワー37F

- 辞退

Sky株式会社 大阪市淀川区宮原3-4-30 - 辞退

株式会社コジマ　コジマ茨木営業所
大阪市淀川区西中島4-4-6新大阪三洋
ビル4F

- 辞退

株式会社そうま電器 交野市郡津5-46-27 - 辞退

株式会社岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 6,000,000 円

トーテックアメニティ株式会社 愛知県名古屋市西区名駅2-27-8 5,970,000 円 落札

ＫＯＳネットワーク株式会社大阪支店 大阪市浪速区湊町1-2-3 10,230,000 円

ミツイワ株式会社　営業本部　関西営
業部

大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産
御堂筋本町ビル6F

11,000,000 円

交野市役所本館他

2in1タブレット　60台

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 避難所用間仕切り（一般避難者用）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12月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，９０４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ヴィレップス合同会社

10.契約金額 ￥１，２３５，３００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年12月28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

1,740,000 円

株式会社ミヨシ 大阪市浪速区桜川4-10-27 1,660,000 円

株式会社ピーシー販売 摂津市鳥飼銘木町15-21 - 辞退

株式会社河本総合防災大阪支店 大阪市中央区南新町1-2-4椿本ビル9Ｆ - 辞退

有限会社コバシ産業 交野市星田北5-6-12 1,500,000 円

ミドリ安全株式会社　高槻支店 高槻市庄所町2-29 - 辞退

石黒メディカルシステム株式会社　大
阪支店

高槻市富田丘町9番5号 6,000,000 円

ヴィレップス合同会社 松原市天美東二丁目129番地の22 1,123,000 円 落札

交野市星田北１－７－５　乙辺浄化センター内倉庫他

避難所用間仕切り200個
（概ね4㎡で高さが1.8ｍ程度、床と屋根の付属は問わない、車いすでも利用可
で、ワンタッチで設置・収納が可能なもの）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 避難所用間仕切り（体調不良者用）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12月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，０７８，０００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 ￥４２６，２５０円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年12月28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

800,000 円

株式会社ミヨシ 大阪市浪速区桜川4-10-27 730,000 円

株式会社ピーシー販売 摂津市鳥飼銘木町15-21 - 辞退

株式会社河本総合防災大阪支店 大阪市中央区南新町1-2-4椿本ビル9Ｆ - 辞退

有限会社コバシ産業 交野市星田北5-6-12 387,500 円 落札

ミドリ安全株式会社　高槻支店 高槻市庄所町2-29 - 辞退

石黒メディカルシステム株式会社　大
阪支店

高槻市富田丘町9番5号 1,700,000 円

ヴィレップス合同会社 松原市天美東二丁目129番地の22 463,900 円

交野市星田北１－７－５　乙辺浄化センター内倉庫他

避難所用間仕切り50個
（概ね4㎡で高さが1.8ｍ程度、床と屋根が付属し、内部のプライバシーが確保で
きるもので、車いすでも利用可で、ワンタッチで設置・収納が可能なもの）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和2年度災害備蓄食等購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年3月19日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年12月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，２１４，０００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 ￥１，１９３，７８４円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社コバシ産業 交野市星田北5-6-12 1,105,356 円 落札

株式会社ホウワ 奈良県大和郡山市横田町595-1 - 欠席

株式会社グラップラー 岸和田市宮本町40-3 - 欠席

株式会社りゅうごヘルスケア
大阪市西区阿波座2-2-18いちご西本町
ビル7F

- 辞退

株式会社ナカシマテクノス大阪支店
大阪市西区南堀江1-1-14四ツ橋中埜ビ
ル4階

- 辞退

交野市向井田２－５－１いきいきランド交野

アルファ化米3500食
白かゆ400食
水3312本（138ケース）
副食（クッキー）1500食

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 脱臭用高濃度活性炭の購入

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12月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，３６５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ＡＣＳＴ－ＣＳ株式会社

10.契約金額 ￥１，２５５，４５８円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

網干産業株式会社大阪営業所 大阪市鶴見区諸口4-8-28 1,460,000 円

ＡＣＳＴ-ＣＳ株式会社 大阪市中央区道修町1-2-17 1,141,326 円 落札

三雄化工株式会社 大阪市中央区淡路町1-5-10 1,250,000 円

貴和化学薬品株式会社大阪営業所 大阪市淀川区西中島4-13-24 - 辞退

三葉化工株式会社大阪営業所 吹田市江坂町1-23-43 無効
委任状記載
不備のため

交野市星田北１－７－５　乙辺浄化センター内

高濃度活性炭　3.414㎥　廃炭引取りを含む
活性炭入替作業費
重機使用10ｔクレーン車告を含む）
作業終了後臭気分析を含む作業報告書を作成

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 片袖机の購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年2月26日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年12月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９３１，７００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社日興商会高槻支店

10.契約金額 ￥６１７，１００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社高辻文具 四條畷市塚脇町6-14 825,000 円

株式会社日興商会高槻支店 高槻市日向町6-24 561,000 円 落札

株式会社加地 交野市倉治5-1-38 659,340 円

関西文具株式会社 大阪市中央区南久宝寺町1-4-9 1,313,400 円

上田商店 寝屋川市清水町37-6 613,800 円

交野小学校（交野市私部１－５４－１）他８校

交野小学校他8校　職員室事務用片袖机　33台

入札金額
（消費税を除く）


