
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市無線通信式防犯カメラ賃貸借（令和４年１０月分）

2. 場　　　所

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥40,744,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 三菱ＨＣキャピタル株式会社

10.契約金額 ¥38,313,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年4月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

東京センチュリー株式会社　大阪営業部 大阪府大阪市中央区本町3丁目5番7号 35,220,000 円

ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社　関西支店
大阪市中央区平野町二丁目3番7号　アーバ
ンエース北浜ビル

43,128,000 円

三菱ＨＣキャピタル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 34,830,000 円 落札

三井住友ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ株式会
社

東京都港区芝浦一丁目２番３号 - 辞退

三菱電機クレジット株式会社　関西支店 大阪府大阪市北区梅田一丁目８番１７号 60,600,000 円

リコーリース 株式会社　関西支社 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番28号 - 辞退

みずほ東芝リース株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目２番６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 - 辞退

交野市内

設置期間　　令和4年4月28日から令和4年9月30日
賃貸借期間　令和4年10月1日から令和9年9月30日

防犯カメラ（周辺機器含む）　120台
専用端末機器　　　　　　　　  4台
告知板　　　　　　　　　　　120枚
機器設置作業　　　　　　　  120式
保守業務　　　　　　　　 　60か月

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 更紙（B4）購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月28日から令和5年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 \948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 \830円／冊 （消費税を含まない）

11.契約日 令和4年4月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

有限会社今西教育図書 寝屋川市清水町26番10号 - 辞退

株式会社　加地 交野市倉治5丁目1-38 - 辞退

大杉紙商事 大阪府大東市大東町１０－１６ 830 円 落札

日本住宅設備株式会社 大阪府四條畷市岡山東2-4-1 870 円

フタバフォーム印刷　株式会社 東大阪市本庄西1丁目4番31号 - 辞退

交野市星田3-33-4（星田小学校）他12ヶ所

納入場所：交野市星田3-33-4（星田小学校）他12か所
※４月から交野小学校と長宝寺小学校が統合し「交野みらい小学校」となり、現長宝
寺小所在地に開校。

購入見込数量：4,614冊
最小発注単位：20冊
（注文から原則10日以内に納入）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 複写機賃貸借（市立小中学校）

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年6月1日から令和9年5月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 \2.2円/冊 （消費税を含まない）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 シャープマーケティングジャパン株式会社

10.契約金額 \1.85円/冊 （消費税を含まない）

11.契約日 令和4年4月28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

有限会社　高辻文具 大阪府四條畷市塚脇町６番１４号 2.24 円

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 1.85 円 落札

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 3.70 円

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 - 辞退

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

- 欠席

交野市星田3-33-4（星田小学校）他5ヶ所

デジタル複写機の賃貸借
　　モノクロ複写機　計６台
予定印刷枚数
　　６校合計　321,600枚／年
保守体制
　①　最低月１回以上の定期訪問
　②　開庁時に通報した修理等の依頼に可能な限り速やかに対応すること。
契約方法　長期継続契約

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 複写機賃貸借（交野市役所３台）

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年6月1日から令和9年5月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥7,458,000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落札金額　※ ¥5,819,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年4月28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

有限会社　高辻文具 大阪府四條畷市塚脇町６番１４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 - 辞退

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 7,215,000 円 5,290,000 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 - 辞退

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

- 辞退

※落札金額は、入札金額の根拠となった単価に予定数量をかけ、消費税を加えたものであり、契約はその根拠となった単価により行う。

交野市私部１－１－１（交野市役所）

デジタルカラー複合機の賃貸借　計３台
　機器の保守、消耗品の供給等を含んだ、カウンター料による単価契約
予定数量
　政策企画課　モノクロ　20,000枚/年
　　　　　　　カラー　　40,000枚/年
　危機管理室　モノクロ　20,000枚/年
　　　　　　　カラー　　 6,500枚/年
　都市計画課　モノクロ　50,000枚/年
　　　　　　　カラー　　15,000枚/年

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 高齢者ICTリテラシー向上事業

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月28日から令和5年3月24日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,144,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 株式会社ジェイコムウエスト 北河内局

10.契約金額 ¥898,700円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年4月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　ＮＴＴドコモ　関西支社 大阪市北区梅田１－１０－１ 梅田ＤＴタワー 1,044,000 円

北大阪商工会議所
大阪府枚方市車塚1-1-1 輝きプラザきらら6
階　枚方市立地域活性化支援センター内

970,000 円

株式会社ジェイコムウエスト 北河内局 大阪府門真市末広町32番27号 817,000 円 落札

ＫＤＤＩ株式会社　ビジネスデザイン本部関
西営業統括部

大阪府大阪市中央区城見二丁目2番72号 - 辞退

ソフトバンク株式会社 東京都港区海岸１丁目７番１号 - 欠席

株式会社ヒト・コミュニケーションズ　関西
支社

大阪市北区梅田2丁目4番9号ブリーゼタ
ワー23階

- 辞退

交野市天野が原町5-5-1（交野市立保健福祉総合センター）

高齢者向けにスマートフォンの基本的な使い方を指導する事業を委託する。
・令和４年度内に６回開催
・１回あたり４日間程度のプログラムを実施
・総対象者数６０名（１０名×６回）
・１日あたり約２時間

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市教育委員会SE派遣事業

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月28日から令和5年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥7,480,000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落札金額　※ ¥6,301,680円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年4月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

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 5,728,800 円 落札

ヒューマンリソシア株式会社 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号 - 欠席

アトラス情報サービス株式会社 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号 辞退

株式会社アイティフォー 東京都千代田区一番町２１番地 - 辞退

株式会社ケー・デー・シー 中日本支店 大阪府大阪市北区天神西町5番17号 - 辞退

株式会社ＪＭＣ　西日本支店 大阪府大阪市北区豊崎５－４－９ - 欠席

※落札金額は、入札金額の根拠となった単価に予定数量をかけ、消費税を加えたものであり、契約はその根拠となった単価によ
り行う。

交野市私部2-29-1（交野市立青年の家）

SE派遣人数：1名
勤務時間等：原則、平日週5日・午前9時～午後5時30分までの実働7時間45分
勤務内容：IT機器に係るライセンス管理・資産管理業務、IT機器に関わるトラ
ブル対応、復旧支援業務、端末更新作業に関わる入替作業支援、システム利用
に関わる依頼・申請業務の対応業務、IT機器の貸出管理及びそれらに付随する
ドキュメント整備

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和４年度河川水質調査委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月28日から令和5年3月20日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,837,000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4年4月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地 - 辞退

帝人エコ・サイエンス株式会社　関西事業
所

茨木市南目垣一丁目４番１号 990,000 円 落札

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

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丁目4番10号 1,664,000 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 辞退

交野市私市9丁目（天野川）他8ヶ所

採水地点　８か所　年４回の測定（６、９、12、２月）
測定項目　一般項目、特殊項目、健康項目
（12月採水　臨時検査地点として１か所ダイオキシン類調査を追加実施）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和４年度交野市ダイオキシン類調査委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月28日から令和5年3月20日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,331,000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 ¥660,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年4月28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 600,000 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 - 辞退

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 940,000 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 900,000 円

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 - 欠席

交野市私部1-1-1（交野市役所）他

大気調査　交野市役所庁舎屋上で年４回
土壌調査　市内２地点で年１回

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和４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4年4月28日から令和5年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥4,400,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 一般財団法人　関西環境管理技術センター

10.契約金額 ¥2,992,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年4月28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 3,310,000 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 2,750,000 円

関西環境リサーチ　株式会社 大阪府寝屋川市田井町21-30 - 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丁目4番10号 5,120,000 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 2,720,000 円 落札

交野市青山2丁目（青山局敷地内）他15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

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 塵芥車の購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和5年3月25日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥10,967,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 株式会社モリタエコノス　関西支店

10.契約金額 ¥8,712,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年4月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

極東開発工業株式会社　関西支店 西宮市甲子園口六丁目1番45号 9,070,000 円

株式会社 関西マツダ 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目3番25号 － 辞退

新明和工業株式会社　流体事業部営業
本部関西支店

大阪府大阪市淀川区宮原３丁目３番３１号
上村ニッセイビル

－ 辞退

大阪日野自動車　株式会社 大阪市西淀川区千舟一丁目４番４５号 無効 入札書不備

株式会社モリタエコノス　関西支店 大阪府八尾市神武町２番68号 7,920,000 円 落札

交野市私部西3-3-1（交野市環境事業所）

3，5t級回転式塵芥車　1台　の購入

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 パワーゲート車の購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和5年3月25日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥5,599,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 大阪日野自動車　株式会社

10.契約金額 ¥4,724,885円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年4月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

極東開発工業株式会社　関西支店 西宮市甲子園口六丁目1番45号 4,600,000 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丁目４番６４号 辞退

新明和工業株式会社　流体事業部営業
本部関西支店

大阪府大阪市淀川区宮原３丁目３番３１号
上村ニッセイビル

- 辞退

大阪日野自動車　株式会社 大阪市西淀川区千舟一丁目４番４５号 4,295,350 円 落札

株式会社モリタエコノス　関西支店 大阪府八尾市神武町２番68号 - 辞退

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 4,837,473 円

交野市私部西3-3-1（交野市環境事業所）

2ｔ級パワーゲート車　1台

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 軽トラック（ダンプ）の購入

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4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,639,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 春日オート株式会社

10.契約金額 ¥1,421,860円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年4月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

極東開発工業株式会社　関西支店 西宮市甲子園口六丁目1番45号 － 辞退

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 無効 入札書不備

新明和工業株式会社　流体事業部営業
本部関西支店

大阪府大阪市淀川区宮原３丁目３番３１号
上村ニッセイビル

－ 辞退

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 1,292,600 円 落札

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 1,342,750 円

交野市私部1-1-1（交野市役所）

軽トラック（ダンプ）1台
　４ＷＤ、ＡＴ、ダンプ作動方式(電動油圧式)、ドライブレコーダー、スコップ掛け

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立藤が尾小学校境界確定業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年5月2日から令和4年12月26日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥9,482,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 冨田登記測量事務所

10.契約金額 ¥4,180,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年4月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

小林測量設計株式会社
大阪府高槻市紺屋町８番３１号　Ｋ２４ビル８
Ｂ

5,800,000 円

有限会社　井伊測量設計事務所 吹田市江坂町3丁目22番23号 6,950,000 円

本田土地家屋調査士事務所
大阪府八尾市渋川町六丁目３番３３　エクセ
ルハイツⅠ　103号

12,000,000 円

冨田登記測量事務所 交野市私部西１丁目６番５－２１０号 3,800,000 円 落札

吉田登記測量事務所 大阪府交野市倉治５丁目27番5号 無効 入札書不備

土地家屋調査士法人コクド 寝屋川市木田町３番26-105号 4,880,000 円

交野市星田北2丁目45－1

藤が尾小学校の境界確定測量　（1.9367万㎡）
学校敷地と道路・水路等の分筆

上記作業に伴う地図訂正と表示登記、分筆、合筆作業一式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 空気呼吸器用ボンベ及び循環式酸素呼吸器用ボンベの購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和5年3月15日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,694,000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　セフティー・サービス

10.契約金額 ¥1,471,800円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年4月28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 1,345,000 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

1,490,000 円

株式会社河本総合防災　大阪支店
大阪府大阪市中央区南新町１丁目２番４号
椿本ビル９Ｆ

- 辞退

長野ポンプ㈱大阪営業所
大阪府吹田市豊津町1-31　由武ビル5階C
号

- 辞退

株式会社　セフティー・サービス 大阪府守口市南寺方南通３丁目１番２３号 1,338,000 円 落札

交野市天野が原町4-8-1（交野市消防本部）

入札金額
（消費税を除く）

・空気呼吸器用ボンベ4.7L　7本
・空気呼吸器用ボンベ6.8L　1本
・循環式酸素呼吸器用ボンベ2L　2本



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 参議院議員・交野市長選挙における選挙機材搬出入及び開票所設営・撤収業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,200,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 株式会社ホウワ

10.契約金額 ¥1,109,900円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年4月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

ＳＢＳロジコム株式会社 東京都墨田区太平４－１－３ - 辞退

日本通運株式会社大阪東支店 守口市八雲中町２－１０－３ 1,467,818 円

セイノースーパーエクスプレス株式会社
大阪引越センター

大阪府門真市四宮2-11-50 - 辞退

株式会社　ダイコク 交野市星田北5-12-35 - 辞退

株式会社ホウワ 奈良県大和郡山市横田町５９５番地の１ 1,009,000 円 落札

交野市私部1-1-1（交野市選挙管理委員会事務局）他

・投開票所物品の事前搬入
・投票所物品の搬入、回収
・開票所物品の搬入、設営、撤収
・その他仕様書に定める業務

入札金額
（消費税を除く）

参議院議員選挙　令和4年4月28日から令和4年7月14日まで
交野市長選挙　令和4年4月28日から令和4年9月8日まで



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 参議院議員・交野市長選挙におけるポスター掲示場設置等業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥4,477,000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　大西工芸社

10.契約金額 ¥3,465,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年4月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　選挙設備関西 大阪府茨木市南春日丘7-2-9 辞退

株式会社タナカ関西ディスプレイ 大阪府東大阪市中新開1-6-14 5,148,000 円

株式会社フロムワン 松原市天美我堂7丁目500 - 辞退

不二工芸株式会社
大阪府大阪市大正区三軒家東二丁目１０－
８

- 辞退

有限会社　大西工芸社 大阪府枚方市伊加賀南町5-13 3,150,000 円 落札

交野市内143箇所

参議院議員・交野市長選挙ポスター掲示場設置業務
交野市内　143箇所
設置期間　公示日又は告示日前7日から前4日までの間
撤収期間　選挙期日後1日から後3日までの間

入札金額
（消費税を除く）

参議院議員選挙　令和4年4月28日から令和4年7月13日まで
交野市長選挙　令和4年4月28日から令和4年9月7日まで



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 参議院・市長選挙期日前投票に係る人材派遣業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年4月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥6,028,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 テルウェル西日本株式会社　関西支店

10落札金額　※ ¥4,736,325円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年4月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社グロップジョイ 岡山県岡山市東区中尾440番地 4,822,440 円

テルウェル西日本株式会社　関西支店
大阪府大阪市東成区中道1-10-26　サクラ
森ノ宮ビル９階

4,305,750 円 落札

株式会社ＫＯＳＭＯ 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-2-3 - 辞退

株式会社J&Jヒューマンソリューションズ
西日本事業部

大阪市中央区北浜東1-22　北浜東野村ビル
9階

- 欠席

パーソルパナソニックHRパートナーズ株
式会社

大阪市北区曽根崎新地2丁目2番16号 - 辞退

※落札金額は、入札金額の根拠となった単価に予定数量をかけ、消費税を加えたものであり、契約はその根拠となっ
た単価により行う。

交野市私部1-1-1（交野市選挙管理委員会事務局）他

期日前投票所への人材派遣
参議院議員選挙
　交野市役所　延べ人数130人、延べ時間1,560時間
　フレンドマート交野店　延べ人数30人、延べ時間345時間
交野市長選挙
　交野市役所　延べ人数45人、延べ時間540時間
　フレンドマート交野店　延べ人数27人、延べ時間310.5時間

入札金額
（消費税を除く）

参議院議員選挙　令和4年4月28日から令和4年7月9日まで
交野市長選挙　令和4年4月28日から令和4年9月3日まで


