
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 災害対応特殊救急自動車の購入

2. 場　　　所 交野市消防本部

3. 期　　　間 本契約日（議決日）から180日以内

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２３，９０３，０００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 ￥２１，３４０，０００円（消費税を含む）

11.仮契約日 令和3年4月30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番地の３ - 辞退

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丁目４番６４号 19,400,000 円 落札

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

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

- 辞退

株式会社 トヨタテックス大阪
大阪府寝屋川仁和寺本町四丁目20番
44号

- 辞退

株式会社　関電Ｌ＆Ａ 大阪市西淀川区歌島二丁目４番７号 19,700,000 円

※本件は議会の議決を要する案件であり、議決後に本契約に切り替わります。

入札金額
（消費税を除く）

災害対応特殊特殊救急自動車１台
・車種　　　　　　トヨタ社製　高規格救急車ハイメディック４ＷＤ
・車両形式　　　　3BF-TRH226S-QFTDK-H
・エンジン形式　　2TR-TE
　　上記の車両の同等もしくはその性能以上のものを対象とする。

・装備・付属品　　仕様のとおり



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 高度救命処置用資機材の購入

2. 場　　　所 交野市消防本部

3. 期　　　間 令和3年12月25日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１４，９１６，０００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　アダチ

10.契約金額 ￥１３，２００，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年4月30日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　アダチ 大阪府中央区内平野町３－２－１０ 12,000,000 円 落札

日本船舶薬品株式会社　大阪営業
所

大阪市淀川区西中島1-11-16 12,250,000 円

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

- 辞退

株式会社やよい大阪営業所 大阪府東大阪市長田中4丁目1番31号 12,300,000 円

石黒メディカルシステム株式会社大
阪支店

大阪府高槻市富田丘町9番5号 12,420,000 円

グリーンホスピタルサプライ株式会社 大阪府吹田市春日3丁目20番8号 - 辞退

高度救命処置用資機材
ベッドサイドモニター一式、半自動除細動器一式、ルーカス３一式、人工呼
吸器、レールダルサクションユニット一式、ビデオ喉頭鏡一式、その他気道
管理資機材・静脈路確保資機材一式　等

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校給食用昇降機保守点検業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年5月6日から令和4年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，３２１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社エイビック

10.契約金額 ￥６００，６００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年4月30日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　浄美社　大阪本部
大阪市福島区福島7丁目20番1号　KM
西梅田ビル内

- 辞退

鳳産業株式会社 大阪府高槻市八幡町2番43号 1,760,000 円

株式会社　エイビック 大阪府和泉市黒鳥町三丁目4番8号 546,000 円 落札

ジャパンエレベーターサービス関西株
式会社

大阪府大阪市中央区伏見町４－２－１４ - 辞退

交野市私部1-54-1（交野小学校）他12箇所

年点検及び報告書作成と届出
定期保守点検及び報告書作成
緊急時の復旧対応

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3年5月6日から令和4年3月18日まで

4. 概　　　要　　　  

5. 入札日 令和3年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，０６８，０００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3年4月30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 大阪府寝屋川市郡元町５番３号 1,750,000 円

株式会社サービスルーター
大阪府枚方市星丘1丁目24-12-105　第
2星丘マンション106号室

- 辞退

エスク株式会社 大阪府大東市三箇４－１８－１８ 1,950,000 円

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

大建管理株式会社 枚方市出口３丁目１番２０号 - 辞退

交野市私部1-54-1（交野小学校）他13箇所

・受水槽、高置水槽の点検・保守（5校分）
・揚水ポンプ、汚水ポンプの点検・保守（5校分）
・受水槽と高置水槽の清掃と法定検査（5校分）
・プール清掃（１４校分）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立教育文化会館屋上防水改修工事

2. 場　　　所 交野市倉治6丁目9-21　交野市立教育文化会館

3. 期　　　間 契約締結日の翌日から令和3年7月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，３６９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，７９０，０００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 ￥５，２６９，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年4月30日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

東洋技建工業株式会社　大阪支店
大阪市阿倍野区松崎町２丁目３番１７
号

4,790,000 円

株式会社ＫＧ 大阪府東大阪市荒本1-1-22 4,790,000 円 落札（くじ）

株式会社カナヱ商会 枚方市香里ヶ丘３丁目８－４２ 4,790,000 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丁目13番19号 4,790,000 円

株式会社　大一防水工業 大阪府大東市寺川２丁目１番１号 4,790,000 円

株式会社サンケン　交野営業所 交野市星田6-2517-6 4,790,000 円

Ｒ階・ＰＨＲ階　ウレタン塗膜防水　一式ほか

直接仮設工事
防水工事

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田緑池測量設計業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 契約締結日翌日から令和3年10月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，１７２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 浜エンジニアリング株式会社　大阪支店

10.契約金額 ￥５，１７０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年4月30日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

浜エンジニアリング株式会社　大阪支店 大阪府交野市東倉治三丁目10番8号 4,700,000 円 落札

株式会社日建技術コンサルタント 大阪市中央区谷町六丁目4番3号 6,600,000 円

株式会社復建技術コンサルタント関西支
店

大阪府大阪市中央区博労町一丁目8番8号 - 辞退

株式会社ウエスコ関西支社 大阪市中央区大手通二丁目2番13号 7,000,000 円

キタイ設計株式会社　大阪支社 大阪府高槻市西真上１丁目２７番３号 6,200,000 円

サンスイコンサルタント株式会社 大阪支
店

大阪府堺市南区城山台１丁３０－２ 7,700,000 円

星田7丁目2618-1

測量業務　　　　　１式
実施設計業務　　１式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 要援護高齢者に対する実態調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 契約締結日から令和3年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，４４２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ジェイエムシー株式会社大阪支店

10.契約金額 ￥１，２５４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年4月30日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社現代けんこう出版 東京都墨田区両国一丁目12番8号 1,530,000 円

株式会社ジャパンインターナショナル
総合研究所

京都市右京区西京極西池田町9番地５
西京極駅前ビル6階

1,970,000 円

株式会社関西総合研究所
大阪市中央区内本町1-1-10リンサンビ
ル5階

1,200,000 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

1,458,000 円

ジェイエムシー株式会社　大阪支店
大阪府大阪市福島区福島7-20-1　KM
西梅田ビル14F

1,140,000 円 落札

交野市天野が原町5-5-1

・業務内容
　（１）アンケート調査の実施（６５歳以上の要援護高齢者、約３，０００
人）
　（２）チラシ（アンケート票込み）の作成、発送、回収、結果の集計
　（３）未回答者への電話

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和3年度交野市大気環境調査及び窒素酸化物濃度簡易調査委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年4月30日から令和4年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，３０１，０００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ＫＡＮＳＯテクノス

10.契約金額 ￥３，０８０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年4月30日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

環境計測　株式会社 京都市伏見区竹田北三ツ杭町84 2,975,000 円

株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大阪市中央区安土町１丁目３番５号 2,800,000 円 落札

エヌエス環境株式会社　西日本支社 大阪府吹田市垂水町2-36-27 4,880,000 円

帝人エコ・サイエンス株式会社　関西事
業所

茨木市南目垣一丁目４番１号 5,000,000 円

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

入札金額
（消費税を除く）

交野市青山2丁目2631番地他1筆、東倉治3丁目2148番1他2筆及び交野市
内14地点

・大気環境調査　市内２定点　年４回実施
　大気質：自動測定機による窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の測定
　気象：風向、風速、気温、湿度
・窒素酸化物濃度簡易調査　市内14地点　年４回実施
　PTIO法による窒素酸化物の測定



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和３年度交野市ダイオキシン類調査委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年4月30日から令和4年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年4月23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 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス

10.契約金額 ￥６３８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年4月30日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大阪市中央区安土町１丁目３番５号 580,000 円 落札

株式会社タツタ環境分析センター 大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号 - 欠席

帝人エコ・サイエンス株式会社　関西事
業所

茨木市南目垣一丁目４番１号 900,000 円

一般財団法人　関西環境管理技術セン
ター

大阪府大阪市西区川口２丁目９番１０号 894,000 円

株式会社島津テクノリサーチ　環境事業
部

京都市中京区西ノ京下合町1番地 - 辞退

交野市役所庁舎屋上及び交野市内

入札金額
（消費税を除く）

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　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和3年度河川水質調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年4月30日から令和4年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，７１６，０００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ＫＡＮＳＯテクノス

10.契約金額 ￥１，１５５，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年4月30日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

いであ株式会社　大阪支社 大阪市住之江区南港北１丁目24番22号 - 辞退

株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大阪市中央区安土町１丁目３番５号 1,050,000 円 落札

株式会社タツタ環境分析センター 大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号 - 欠席

中外テクノス株式会社　関西支社 大阪市淀川区西中島7丁目1－5 - 辞退

株式会社 環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目3番9 - 辞退

交野市私市9丁目（天野川）他8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回の計４回（臨時は１２月に実施）
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 行政事務デジタル化推進事業（タブレット端末等購入）

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年7月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，４２０，０００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大阪事業所

10.契約金額 ￥２，１７８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年4月30日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　上智　大阪支店
大阪府高槻市黄金の里一丁目9番地5
号

- 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

株式会社ＮＴＴフィールドテクノ関西支
店

大阪府大阪市都島区東野田町四丁目
15番地82号

- 辞退

トーテックアメニティ株式会社大阪事
業所

大阪府大阪市北区堂島2-1-31 1,980,000 円 落札

エブリ株式会社
大阪府大阪市城東区森之宮１丁目６番
１１１号

2,226,000 円

日興通信株式会社　大阪支店
大阪市中央区淡路町一丁目4番9号
TPR北浜ﾋﾞﾙ4階

- 辞退

株式会社大塚商会　LA関西営業部 大阪市福島区福島6丁目14番1号 辞退

交野市私部１－１－１（交野市役所）等

2in1型タブレット端末（Wi-Fi+Cellular）20台の購入

タブレット本体　Surface Go2（SUF-00011)
キーボード
タッチペン
外付けドック　等

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 行政事務デジタル化推進事業（無線LAN子機購入）

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年7月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年4月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，０４５，０００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大阪事業所

10.契約金額 ￥９３５，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年4月30日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　上智　大阪支店
大阪府高槻市黄金の里一丁目9番地5
号

- 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

株式会社ＮＴＴフィールドテクノ関西支
店

大阪府大阪市都島区東野田町四丁目
15番地82号

- 辞退

トーテックアメニティ株式会社大阪事
業所

大阪府大阪市北区堂島2-1-31 850,000 円 落札

エブリ株式会社
大阪府大阪市城東区森之宮１丁目６番
１１１号

1,008,000 円

日興通信株式会社　大阪支店
大阪市中央区淡路町一丁目4番9号
TPR北浜ﾋﾞﾙ4階

- 辞退

株式会社大塚商会　LA関西営業部 大阪市福島区福島6丁目14番1号 辞退

交野市私部１－１－１（交野市役所）等

無線LAN子機250台の購入

無線規格　IEEE802.11 ac/n/a/g/b
認証方式　IEEE802.1X認証（EAP-TLS方式）対応　等

入札金額
（消費税を除く）


