
対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

01_総合管理 ルシオーレ 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 11,145,600¥                                                 

人権平和センター豊中 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 17,160,000¥                                                 

東豊中図書館・ゆたかこども園 総合管理業務委託 ダイイチサービス有限会社 市内 9,320,400¥                                                   

旧あゆみ学園 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 10,627,200¥                                                 

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 41,157,800¥                                                 

岡町図書館 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 17,236,800¥                                                 

庄内文化センター 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 14,904,000¥                                                 

千里文化センターコラボ 総合管理業務委託 (株)アカツキ 市外 43,810,370¥                                                 

野畑図書館 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 20,736,000¥                                                 

服部図書館・服部介護予防センター 総合管理業務委託 (株)明貢サービスセンター 市内 7,711,200¥                                                   

高川複合施設 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 18,286,560¥                                                 

庄内幸町図書館 総合管理業務委託 （株）FUDO　corporation 市内 6,642,000¥                                                   

中央公民館 総合管理業務委託 日本管財（株）大阪本部 市外 12,992,918¥                                                 

人権平和センター螢池 総合管理業務委託 中央警備保障株式会社 市外 6,477,408¥                                                   

庄内保健センター 総合管理業務委託 （株）FUDO　corporation 市内 8,100,000¥                                                   

庄本複合施設 総合管理業務委託 ゼネラルメンテナンス(株) 市内 7,234,272¥                                                   

生活情報センターくらしかん 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 13,348,800¥                                                 

消防局・北消防署合同庁舎 総合管理業務委託 ゼネラルメンテナンス(株) 市内 5,443,200¥                                                   

庄内出張所・庄内市民センター 総合管理業務委託 （株）FUDO　corporation 市内 6,220,800¥                                                   

本庁舎 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 91,800,000¥                                                 

豊中市役所別館 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外

庄内駅前庁舎 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 17,559,900¥                                                 

02_エレベーター保守点検 克明小学校 豊南小学校他4校エレベーター保守点検業務（豊南小学校・豊島西小学校・東豊台小学校・克明小学校・東泉丘小学校） フジテック(株)近畿統括本部 市外 3,864,672¥                                                   

豊南小学校 豊南小学校他4校エレベーター保守点検業務（豊南小学校・豊島西小学校・東豊台小学校・克明小学校・東泉丘小学校） フジテック(株)近畿統括本部 市外

豊島西小学校 豊南小学校他4校エレベーター保守点検業務（豊南小学校・豊島西小学校・東豊台小学校・克明小学校・東泉丘小学校） フジテック(株)近畿統括本部 市外

東豊台小学校 豊南小学校他4校エレベーター保守点検業務（豊南小学校・豊島西小学校・東豊台小学校・克明小学校・東泉丘小学校） フジテック(株)近畿統括本部 市外

東泉丘小学校 豊南小学校他4校エレベーター保守点検業務（豊南小学校・豊島西小学校・東豊台小学校・克明小学校・東泉丘小学校） フジテック(株)近畿統括本部 市外

桜塚小学校 桜塚・北緑丘小学校エレベーター保守点検業務 オーチスエレベータサービス(株)大阪支社 市外 1,866,240¥                                                   

北緑丘小学校 桜塚・北緑丘小学校エレベーター保守点検業務 オーチスエレベータサービス(株)大阪支社 市外

大池小学校 エレベーター保守点検業務 三菱電機ビルテクノサービス（株）関西支社 市外 2,607,552¥                                                   

熊野田小学校 エレベーター保守点検業務 三菱電機ビルテクノサービス（株）関西支社 市外

南桜塚小学校 エレベーター保守点検業務 三菱電機ビルテクノサービス（株）関西支社 市外

螢池小学校 エレベータ保守点検業務 フジテック(株)近畿統括本部 市外 653,400¥                                                      

桜井谷小学校 エレベーター保守点検業務（桜井谷小学校・豊島北小学校・野畑小学校・北条小学校・緑地小学校・桜井谷東小学校・中豊島小学校・庄内小学校・西丘小学校） 東芝エレベータ(株)関西支社 市外 8,548,416¥                                                   

中豊島小学校 エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外

庄内小学校 エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外

西丘小学校 エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外

豊島北小学校 エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外

野畑小学校 エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外

北条小学校 エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外

緑地小学校 エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外

桜井谷東小学校 エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外

小曽根小学校 小曽根小学校エレベーター保守点検業務 (株)日立ビルシステム関西支社 市外 881,280¥                                                      

庄内南小学校 エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外 1,078,704¥                                                   

庄内西小学校 昇降機設備点検業務 日本エレベーター製造(株)大阪営業所 市外 810,000¥                                                      

千成小学校 千成小学校エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外 1,167,696¥                                                   

東丘小学校 東丘小学校エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外 1,088,640¥                                                   

刀根山小学校 野田・刀根山小学校エレベーター保守点検業務 ダイコー(株)大阪支店 市外 863,136¥                                                      

南丘小学校 南丘小学校エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外 1,135,296¥                                                   

泉丘小学校 泉丘小学校エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外 1,143,072¥                                                   

第一中学校 第1中学校他5校エレベーター保守点検業務（1中・5中・9中・14中・15中・17中） フジテック(株)近畿統括本部 市外 4,548,960¥                                                   

第五中学校 第1中学校他5校エレベーター保守点検業務（1中・5中・9中・14中・15中・17中） フジテック(株)近畿統括本部 市外

第九中学校 第1中学校他5校エレベーター保守点検業務（1中・5中・9中・14中・15中・17中） フジテック(株)近畿統括本部 市外

第十四中学校 第1中学校他5校エレベーター保守点検業務（1中・5中・9中・14中・15中・17中） フジテック(株)近畿統括本部 市外

第十五中学校 第1中学校他5校エレベーター保守点検業務（1中・5中・9中・14中・15中・17中） フジテック(株)近畿統括本部 市外

第十七中学校 第1中学校他5校エレベーター保守点検業務（1中・5中・9中・14中・15中・17中） フジテック(株)近畿統括本部 市外

第二中学校 エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外 2,589,408¥                                                   

第十一中学校 エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外

第十二中学校 エレベーター保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外

第三中学校 第3中・第13中学校エレベーター保守点検業務（3中・13中） オーチスエレベータサービス(株)大阪支社 市外 1,823,472¥                                                   

第十三中学校 第3中・第13中学校エレベーター保守点検業務（3中・13中） オーチスエレベータサービス(株)大阪支社 市外

21 387,915,228¥ 

48 68,049,974¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

第四中学校 第4中学校エレベーター保守点検業務 (株)日立ビルシステム関西支社 市外 881,280¥                                                      

第七中学校 第6中学校・第7中学校エレベーター保守点検業務 三菱電機ビルテクノサービス（株）関西支社 市外 929,880¥                                                      

第八中学校 第8中学校エレベーター保守点検業務委託 フジテック(株)近畿統括本部 市外 712,800¥                                                      

第十六中学校 第16中学校エレベーター保守点検業務 (株)日立ビルシステム関西支社 市外 881,280¥                                                      

第十八中学校 第18中学校エレベーター保守点検業務 ダイコー(株)大阪支店 市外 881,280¥                                                      

東豊中複合施設 エレベーター保守点検業務委託 三菱電機ビルテクノサービス（株）関西支社 市外 1,137,888¥                                                   

野田こども園・野田センター 昇降機保守点検業務委託 (株)日立ビルシステム関西支社 市外 920,160¥                                                      

豊南西こども園・豊南会館 豊南会館昇降機保守点検業務委託 日本オーチス・エレベータ(株)西日本支社 市外 919,512¥                                                      

島田こども園・島田センター 昇降機保守点検業務委託 フジテック(株)近畿統括本部 市外 1,140,480¥                                                   

高川こども園・高川センター 昇降機保守点検業務委託 フジテック(株)近畿統括本部 市外

人権平和センター豊中 昇降機保守点検業務 (株)日立ビルシステム関西支社 市外 857,736¥                                                      

東豊中図書館・ゆたかこども園 昇降機保守点検業務委託 東芝エレベータ(株)関西支社 市外 803,520¥                                                      

旧あゆみ学園 昇降機保守点検業務 三菱電機ビルテクノサービス（株）関西支社 市外 1,270,080¥                                                   

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 昇降機保守点検業務委託 フジテック(株)近畿統括本部 市外 1,425,600¥                                                   

岡町図書館 昇降機保守点検業務委託 フジテック(株)近畿統括本部 市外 842,400¥                                                      

庄内文化センター 昇降機保守点検業務 三菱電機ビルテクノサービス（株）関西支社 市外 803,520¥                                                      

千里文化センターコラボ エレベータ保守点検委託 三菱電機ビルテクノサービス（株）関西支社 市外 3,426,960¥                                                   

野畑図書館 昇降機保守点検業務委託 (株)日立ビルシステム関西支社 市外 777,600¥                                                      

高川複合施設 昇降機保守点検業務委託 日本オーチス・エレベータ(株)西日本支社 市外 842,400¥                                                      

庄内幸町図書館 昇降機保守点検業務委託 日本エレベーター製造(株)大阪営業所 市外 725,760¥                                                      

中央公民館 昇降機保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外 844,992¥                                                      

保健所 昇降機保守点検業務 三菱電機ビルテクノサービス（株）関西支社 市外 627,264¥                                                      

堀田老人憩の家 昇降機保守点検 日本エレベーター製造(株)大阪営業所 市外 630,456¥                                                      

庄本複合施設 昇降機保守点検 フジテック(株)近畿統括本部 市外 745,560¥                                                      

生活情報センターくらしかん 昇降機等保守点検業務委託 フジテック(株)近畿統括本部 市外 972,000¥                                                      

消防局・北消防署合同庁舎 エレベーター保守点検業務委託 三菱電機ビルテクノサービス（株）関西支社 市外 725,760¥                                                      

北消防署新千里消防署 エレベーター保守点検業務委託 (株)日立ビルシステム関西支社 市外 712,800¥                                                      

北消防署東泉丘出張所 エレベーター保守点検業務委託 東芝エレベータ(株)関西支社 市外 715,392¥                                                      

南消防署 エレベーター保守点検業務委託 東芝エレベータ(株)関西支社 市外 699,840¥                                                      

豊中市役所別館 エレベータ保守点検業務 日本オーチス・エレベータ(株)西日本支社 市外 810,960¥                                                      

本庁舎 第一庁舎エレベータ保守点検業務 日本エレベーター製造(株)大阪営業所 市外 1,909,680¥                                                   

第二庁舎エレベータ保守点検業務 東芝エレベータ(株)関西支社 市外 2,726,090¥                                                   

庄内駅前庁舎 エレベータ保守点検業務 三菱電機ビルテクノサービス（株）関西支社 市外 1,079,100¥                                                   

03_空調（冷暖房）設備保守点検 桜塚小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内 1,188,000¥                                                   

螢池小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

桜井谷小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

熊野田小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

原田小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

上野小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

新田小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

野田小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

島田小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

千成小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

北丘小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

東丘小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

東豊中小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

高川小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

南丘小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

少路小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

野畑小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

桜井谷東小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

北緑丘小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

新田南小学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

第一中学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

第五中学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

第七中学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

第十二中学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

第十三中学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

第十五中学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

第十八中学校 業務用空調機器定期点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

螢池小学校 厨房給排気設備機器等保守点検業務委託 (株)サム冷房社豊中営業所 市外 430,920¥                                                      

48 68,049,974¥ 

46 45,856,004¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

原田小学校 厨房給排気設備機器等保守点検業務委託 (株)サム冷房社豊中営業所 市外

庄内南小学校 厨房給排気設備機器等保守点検業務委託 (株)サム冷房社豊中営業所 市外

島田小学校 厨房給排気設備機器等保守点検業務委託 (株)サム冷房社豊中営業所 市外

螢池小学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外 8,457,912¥                                                   

桜井谷小学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

熊野田小学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

原田小学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

新田小学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

北丘小学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

東丘小学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

東豊中小学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

南丘小学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

少路小学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

野畑小学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

桜井谷東小学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

北緑丘小学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

新田南小学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

庄内小学校 空気調和設備保守点検業務委託 豊工業(株) 市内 432,000¥                                                      

庄内西小学校 空気調和設備保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

庄内小学校 空調用自動制御保守点検業務委託 ジョンソンコントロールズ株式会社大阪支店 市外 494,640¥                                                      

庄内西小学校 空調用自動制御保守点検業務委託 ジョンソンコントロールズ株式会社大阪支店 市外

庄内小学校 ガス吸収冷温水発生器保守点検業務委託 川重冷熱工業(株)西日本支社 市外 1,449,360¥                                                   

庄内西小学校 ガス吸収冷温水発生器保守点検業務委託 川重冷熱工業(株)西日本支社 市外

第一中学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外 1,255,176¥                                                   

第十二中学校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

ルシオーレ 空調設備保守点検業務委託 豊工業(株) 市内 970,920¥                                                      

西丘こども園 エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内 1,555,200¥                                                   

東丘こども園 エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

旭丘こども園 エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

北緑丘こども園 エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

桜井谷こども園 エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

小曽根こども園 エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

服部こども園 エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

野田こども園・野田センター エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

庄内こども園 エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

豊南西こども園・豊南会館 エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

庄内西こども園 エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

栄町こども園 エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

島田こども園・島田センター エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

高川こども園・高川センター エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

原田こども園 エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

螢池こども園 エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

本町こども園 エアコン保守点検業務委託 豊工業(株) 市内

東豊中複合施設 空調設備保守点検業務委託 豊工業(株) 市内 950,400¥                                                      

西丘こども園 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外 642,276¥                                                      

北緑丘こども園 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

小曽根こども園 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

栄町こども園 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

東豊中図書館・ゆたかこども園 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

とねやまこども園 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

しんでんこども園 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

てらうちこども園 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

のばたけこども園 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外

豊南西こども園・豊南会館 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内 691,200¥                                                      

島田こども園・島田センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

野田こども園・野田センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

高川こども園・高川センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

利倉西センター・利倉西センター図書室 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

勝部センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

原田センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

利倉センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

46 45,856,004¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
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穂積センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

三国センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

庄内東センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

上津島センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

小曽根センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

服部南センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

豊南東センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

浜センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

箕輪センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

服部寿センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

走井センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

庄内南センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

豊南西センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

庄本センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

千成センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

大島センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

日出センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

山ノ上センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

螢池センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

豊島北センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

庄内宝センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

庄内幸センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

曽根西センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

曽根東センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

穂積南センター 空冷式エアコン機器保守点検業務委託 (株)アオイ冷熱 市内

人権平和センター豊中 冷暖房機保守点検業務 川重冷熱工業(株)西日本支社 市外 1,552,540¥                                                   

東豊中図書館・ゆたかこども園 空気調和設備保守業務委託 (株)サム冷房社豊中営業所 市外 246,240¥                                                      

旧あゆみ学園 空調設備保守点検業務 川重冷熱工業(株)西日本支社 市外 3,618,000¥                                                   

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 自動制御設備保守点検業務委託 東テク(株)大阪支店 市外 157,680¥                                                      

吸収式冷温水ユニット保守点検業務委託 (株)日立ビルシステム関西支社 市外 442,800¥                                                      

岡町図書館 空調設備機器保守点検業務委託 豊工業(株) 市内 484,920¥                                                      

吸収冷温水機器保守点検業務委託 パナソニック産機システムズ(株)近畿支店 市外 764,640¥                                                      

庄内文化センター 空調設備機器保守点検業務 豊工業(株) 市内 286,200¥                                                      

吸収冷温水機保守点検業務 パナソニック産機システムズ(株)近畿支店 市外 402,840¥                                                      

千里文化センターコラボ 空調設備保守点検委託 アズビル(株) 市外 915,600¥                                                      

野畑図書館 吸収式冷温水機器保守点検業務委託 パナソニック産機システムズ(株)近畿支店 市外 302,400¥                                                      

空調用薬注機器保守業務委託 ノーセイ化学工業(株) 市外 90,504¥                                                        

空調関係諸設備保守点検業務委託 豊工業(株) 市内 322,920¥                                                      

空調用自動制御機器保守管理業務委託 東テク(株)大阪支店 市外 334,800¥                                                      

服部図書館・服部介護予防センター 空調設備機器保守点検業務委託 豊工業(株) 市内 237,600¥                                                      

高川複合施設 空調設備機器保守点検業務委託 豊工業(株) 市内 970,920¥                                                      

中央公民館 空気調和設備機器保守点検業務 豊工業(株) 市内 837,000¥                                                      

人権平和センター螢池 冷暖房機及び空調付帯設備保守点検業務委託 新西日本冷機(株) 市内 992,160¥                                                      

庄内保健センター 冷暖房機器保守点検業務委託 豊工業(株) 市内 745,200¥                                                      

庄本複合施設 空調機器保守点検 豊工業(株) 市内 1,035,500¥                                                   

生活情報センターくらしかん 空調設備保守点検業務委託 株式会社ビケンテクノ 市外 1,782,000¥                                                   

消防局・北消防署合同庁舎 吸収式冷温水機・冷却水水処理装置保守点検業務委託 (株)日立ビルシステム関西支社 市外 891,000¥                                                      

空調設備保守点検業務委託 (株)サム冷房社豊中営業所 市外 192,240¥                                                      

GHP保守点検業務委託 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 市外 129,276¥                                                      

豊中市役所別館 空調設備保守点検業務 豊工業(株) 市内 408,750¥                                                      

庄内出張所・庄内市民センター 吸収冷温水機保守点検委託 パナソニック産機システムズ(株)近畿支店 市外 394,200¥                                                      

空気調和設備保守点検委託 城陽ダイキン空調（株） 市外 410,400¥                                                      

庄内市民センター空気調和設備保守点検委託業務 城陽ダイキン空調（株） 市外 241,920¥                                                      

本庁舎 第一庁舎空気調和機保守点検業務 (有)山田管工 市内 1,062,750¥                                                   

第二庁舎空気調和機保守点検業務 (有)山田管工 市内 1,635,000¥                                                   

第二庁舎空調自動制御設備保守点検業務 日本電技（株） 大阪支店 市外 1,985,980¥                                                   

ガス吸収式冷温水発生機保守点検業務委託 パナソニック産機システムズ(株)近畿支店 市外 2,725,000¥                                                   

冷却塔等保守点検業務委託 パナソニック産機システムズ(株)近畿支店 市外 446,900¥                                                      

庄内駅前庁舎 空調設備保守点検業務 豊工業(株) 市内 292,120¥                                                      

04_消防用設備保守点検 克明小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外 1,728,000¥                                                   

桜塚小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

46 45,856,004¥ 

32 20,109,540¥ 
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大池小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

螢池小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

桜井谷小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

熊野田小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

上野小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

新田小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

北丘小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

東丘小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

東豊中小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

西丘小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

刀根山小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

南丘小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

少路小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

野畑小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

東豊台小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

箕輪小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

桜井谷東小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

北緑丘小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

新田南小学校 消防用設備等保守点検業務委託（北部） （株）エリアテック 市外

中豊島小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内 2,669,760¥                                                   

豊島小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

原田小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

小曽根小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

豊南小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

南桜塚小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

庄内小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

庄内南小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

庄内西小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

野田小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

島田小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

千成小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

豊島西小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

高川小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

豊島北小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

泉丘小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

北条小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

寺内小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

緑地小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

東泉丘小学校 消防用設備等保守点検業務委託（南部） (有)ユタカ防災 市内

第一中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内 3,502,440¥                                                   

第二中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

第三中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

第四中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

第五中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

第七中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

第八中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

第九中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

庄内さくら学園中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

第十一中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

第十二中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

第十三中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

第十四中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

第十五中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

第十六中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

第十七中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

第十八中学校 消防用設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

西丘こども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内 950,400¥                                                      

東丘こども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

旭丘こども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

東豊中複合施設 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

北緑丘こども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

32 20,109,540¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

桜井谷こども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

小曽根こども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

服部こども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

庄内こども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

庄内西こども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

栄町こども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

原田こども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

螢池こども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

本町こども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

東豊中図書館・ゆたかこども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

てしまこども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

とねやまこども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

しんでんこども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

てらうちこども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

のばたけこども園 消防設備等保守点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

野田こども園・野田センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内 417,600¥                                                      

豊南西こども園・豊南会館 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

島田こども園・島田センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

高川こども園・高川センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

利倉西センター・利倉西センター図書室 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

勝部センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

原田センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

利倉センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

穂積センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

三国センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

庄内東センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

上津島センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

小曽根センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

服部南センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

豊南東センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

浜センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

箕輪センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

服部寿センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

走井センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

庄内南センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

豊南西センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

庄本センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

千成センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

大島センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

日出センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

山ノ上センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

螢池センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

豊島北センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

庄内宝センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

庄内幸センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

曽根西センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

曽根東センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

穂積南センター 消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内

人権平和センター豊中 消防設備保守点検業務 ES設備(株) 市内 440,000¥                                                      

東豊中図書館・ゆたかこども園 消防用設備保守業務委託 安全産業(株) 市外 45,360¥                                                        

旧あゆみ学園 消防設備・防火対象物保守点検業務 (株)ダイリン 市内 425,100¥                                                      

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 消防用設備保守点検業務委託<法定> 興和防災(株) 市外 234,792¥                                                      

岡町図書館 消防設備等保守点検業務委託 安全産業(株) 市外 73,440¥                                                        

庄内文化センター 消防用設備保守点検 関西消防(株) 市外 76,680¥                                                        

千里文化センターコラボ 消防設備保守点検委託 能美防災(株)関西支社 市外 2,770,126¥                                                   

野畑図書館 消防設備保守点検業務委託 安全産業(株) 市外 69,120¥                                                        

服部図書館・服部介護予防センター 消防設備保守点検業務委託 安全産業(株) 市外 25,920¥                                                        

高川複合施設 消防設備保守点検業務委託 関西消防(株) 市外 73,872¥                                                        

庄内幸町図書館 消防設備保守点検業務委託 安全産業(株) 市外 30,240¥                                                        

中央公民館 消防設備保守点検業務 興和防災(株) 市外 189,000¥                                                      

人権平和センター螢池 消防用設備保守点検業務 (有)ユタカ防災 市内 75,600¥                                                        

32 20,109,540¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

保健所 消防用設備点検業務 （株）エリアテック 市外 64,800¥                                                        

庄内保健センター 消防用設備等点検業務委託 (株)ダイリン 市内 48,600¥                                                        

小曽根校区南郷の家 消防用設備点検 安全産業(株) 市外 96,120¥                                                        

豊島北老人憩の家 消防用設備点検 安全産業(株) 市外

豊南老人憩の家 消防用設備点検 安全産業(株) 市外

堀田老人憩の家 消防用設備点検 安全産業(株) 市外

庄本複合施設 消防設備保守点検 安全産業(株) 市外 163,500¥                                                      

生活情報センターくらしかん 消防設備等保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内 194,400¥                                                      

労働会館 消防用設備等保守点検業務 (株)ダイリン 市内 79,920¥                                                        

消防局・北消防署合同庁舎 消防用設備等点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内 328,320¥                                                      

北消防署新千里消防署 消防用設備等点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

北消防署桜井谷出張所 消防用設備等点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

北消防署原田出張所 消防用設備等点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

北消防署螢池出張所 消防用設備等点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

北消防署東泉丘出張所 消防用設備等点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

南消防署 消防用設備等点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

南消防署小曽根出張所 消防用設備等点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

南消防署服部出張所 消防用設備等点検業務委託 (有)ユタカ防災 市内

文書館 豊中市文書館等消防設備保守点検業務委託 (株)ダイリン 市内 73,440¥                                                        

豊中市役所別館 消防用設備保守点検業務 (株)エリアテック 市内 163,500¥                                                      

庄内出張所・庄内市民センター 消防用設備等保守点検委託業務 日研電気(株) 市内 70,200¥                                                        

環境事業所 消防用設備等保守点検業務 (株)ダイリン 市内 114,480¥                                                      

本庁舎 第一庁舎消防設備保守点検業務 （株）エリアテック 市外 1,960,910¥                                                   

第二庁舎消防設備保守点検業務 ニッタン株式会社　関西支社 市外 2,834,000¥                                                   

庄内駅前庁舎 消防用設備保守点検業務 (株)エリアテック 市内 119,900¥                                                      

05_自家用電気工作物保守点検 克明小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 11,575,956¥                                                 

桜塚小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

大池小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

螢池小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

桜井谷小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

熊野田小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

中豊島小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

豊島小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

原田小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

小曽根小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

豊南小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

上野小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

南桜塚小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

新田小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

庄内小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

庄内南小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

庄内西小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

野田小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

島田小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

千成小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

北丘小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

東丘小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

東豊中小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

豊島西小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

西丘小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

高川小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

刀根山小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

南丘小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

豊島北小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

泉丘小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

少路小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

野畑小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

東豊台小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

箕輪小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

北条小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

寺内小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

32 20,109,540¥ 

32 28,829,183¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

緑地小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

桜井谷東小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

東泉丘小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

北緑丘小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

新田南小学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

第一中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 5,524,260¥                                                   

第二中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

第三中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

第四中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

第五中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

第七中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

第八中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

第九中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

庄内さくら学園中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

第十一中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

第十二中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

第十三中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

第十四中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

第十五中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

第十六中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

第十七中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

第十八中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託及びデマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

西丘こども園 一般用電気工作物保守管理業務委託 大阪府電気工事工業組合 市外 668,500¥                                                      

東丘こども園 一般用電気工作物保守管理業務委託 大阪府電気工事工業組合 市外

旭丘こども園 一般用電気工作物保守管理業務委託 大阪府電気工事工業組合 市外

北緑丘こども園 一般用電気工作物保守管理業務委託 大阪府電気工事工業組合 市外

桜井谷こども園 一般用電気工作物保守管理業務委託 大阪府電気工事工業組合 市外

小曽根こども園 一般用電気工作物保守管理業務委託 大阪府電気工事工業組合 市外

服部こども園 一般用電気工作物保守管理業務委託 大阪府電気工事工業組合 市外

庄内西こども園 一般用電気工作物保守管理業務委託 大阪府電気工事工業組合 市外

栄町こども園 一般用電気工作物保守管理業務委託 大阪府電気工事工業組合 市外

本町こども園 一般用電気工作物保守管理業務委託 大阪府電気工事工業組合 市外

東豊中複合施設 自家用電気工作物保守点検業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 316,742¥                                                      

デマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 54,432¥                                                        

野田こども園・野田センター 自家用電気工作物保守点検業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 1,321,401¥                                                   

豊南西こども園・豊南会館 自家用電気工作物保守点検業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

島田こども園・島田センター 自家用電気工作物保守点検業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

高川こども園・高川センター 自家用電気工作物保守点検業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

庄内西こども園 自家用電気工作物保守点検業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

原田こども園 自家用電気工作物保守点検業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

螢池こども園 自家用電気工作物保守点検業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

野田こども園・野田センター デマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 381,024¥                                                      

庄内こども園 デマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

豊南西こども園・豊南会館 デマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

島田こども園・島田センター デマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

高川こども園・高川センター デマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

原田こども園 デマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

螢池こども園 デマンド監視業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

人権平和センター豊中 自家用電気工作物保安管理点検業務 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 299,904¥                                                      

旧あゆみ学園 自家用電気工作物保守管理業務 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 390,744¥                                                      

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 自家用電気工作物保安管理業務委託<法定、デマンド監視> （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 451,644¥                                                      

岡町図書館 自家用電気工作物保安管理業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 179,364¥                                                      

庄内文化センター 自家用電気工作物保安管理 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 215,520¥                                                      

千里文化センターコラボ 関西電気保安協会保守点検委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 398,376¥                                                      

野畑図書館 自家用電気工作物保安管理業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 271,116¥                                                      

服部図書館・服部介護予防センター 自家用電気工作物保安管理業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 291,852¥                                                      

高川複合施設 自家用電気工作物保安管理業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 339,360¥                                                      

中央公民館 自家用電気工作物保安管理業務 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 36,882¥                                                        

人権平和センター螢池 自家用電気工作物保安管理業務 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 162,120¥                                                      

保健所 自家用電気工作物保安管理業務 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 279,156¥                                                      

庄内保健センター 電気工作物保安 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 231,588¥                                                      

32 28,829,183¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

庄本複合施設 自家用電気工作物保安管理 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 293,394¥                                                      

生活情報センターくらしかん 自家用電気工作物保安管理業務 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 334,272¥                                                      

労働会館 電気設備監視業務委託契約 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 163,680¥                                                      

消防局・北消防署合同庁舎 自家用電気工作物保安管理業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 1,029,528¥                                                   

北消防署新千里消防署 自家用電気工作物保安管理業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

北消防署東泉丘出張所 自家用電気工作物保安管理業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

南消防署 自家用電気工作物保安管理業務委託 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

消防局・北消防署合同庁舎 デマンド監視業務 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 208,896¥                                                      

北消防署新千里消防署 デマンド監視業務 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

北消防署東泉丘出張所 デマンド監視業務 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

南消防署 デマンド監視業務 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外

文書館 自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託 (株)高度技術研究所 市外 175,476¥                                                      

豊中市役所別館 自家用電気工作物保安業務 近畿電設サービス（株） 市外 218,000¥                                                      

利倉西センター・利倉西センター図書室 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内 853,200¥                                                      

勝部センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

原田センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

利倉センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

穂積センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

三国センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

庄内東センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

上津島センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

小曽根センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

服部南センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

豊南東センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

浜センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

箕輪センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

服部寿センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

走井センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

庄内南センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

豊南西センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

庄本センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

千成センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

大島センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

日出センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

山ノ上センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

螢池センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

豊島北センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

庄内宝センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

庄内幸センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

曽根西センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

曽根東センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

穂積南センター 電気設備保守管理業務委託 (株)村上電業社 市内

庄内出張所・庄内市民センター 自家用電気工作物保安管理業務 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 177,156¥                                                      

環境事業所 自家用工作物の保守管理業務 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 187,140¥                                                      

本庁舎 第一庁舎及び第二庁舎自家用電気工作物保安業務 （一財）関西電気保安協会 大阪北営業所 市外 1,308,000¥                                                   

庄内駅前庁舎 自家用電気工作物保安業務 近畿電設サービス（株） 市外 490,500¥                                                      

06_自動扉保守点検 ルシオーレ 自動扉保守点検 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 55,080¥                                                        

人権平和センター豊中 自動扉開閉装置保守点検業務 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 43,890¥                                                        

自動扉開閉装置保守点検業務（老人憩の家） ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 38,390¥                                                        

東豊中図書館・ゆたかこども園 自動扉保守点検業務委託 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 183,600¥                                                      

旧あゆみ学園 自動扉保守管理業務 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 110,160¥                                                      

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 自動扉保守点検業務委託（地階） 寺岡オート・ドアシステム(株)大阪支店 市外 47,952¥                                                        

自動扉保守点検業務委託（1階） ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 149,256¥                                                      

岡町図書館 自動扉保守点検業務委託 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 190,080¥                                                      

庄内文化センター 自動扉保守点検業務 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 436,860¥                                                      

千里文化センターコラボ 自動扉保守点検委託 寺岡オート・ドアシステム(株)大阪支店 市外 765,180¥                                                      

野畑図書館 自動扉保守点検業務委託 寺岡オート・ドアシステム(株)大阪支店 市外 213,840¥                                                      

服部図書館・服部介護予防センター 自動扉保守点検業務委託 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 190,080¥                                                      

高川複合施設 自動扉保守点検業務委託 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 137,160¥                                                      

庄内幸町図書館 自動扉保守点検業務委託 扶桑電機工業(株)大阪支店 市外 43,200¥                                                        

中央公民館 自動扉保守点検業務 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 114,912¥                                                      

32 28,829,183¥ 

26 4,625,074¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】
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人権平和センター螢池 自動扉開閉装置保守点検整備業務 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 45,360¥                                                        

庄内保健センター 自動扉開閉装置の保守業務委託 寺岡オート・ドアシステム(株)大阪支店 市外 116,640¥                                                      

豊南老人憩の家 自動扉保守点検 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 103,680¥                                                      

堀田老人憩の家 自動扉保守点検 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外

庄本複合施設 自動扉保守点検 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 170,694¥                                                      

生活情報センターくらしかん 自動扉保守点検業務委託 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 216,000¥                                                      

労働会館 自動ドア開閉装置設備保守契約 株式会社北陽オートドアサービス 市外 25,920¥                                                        

文書館 豊中市文書館自動扉開閉装置保守点検業務 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 54,000¥                                                        

豊中市役所別館 玄関自動ドア保守点検業務 扶桑電機工業(株)大阪支店 市外 32,700¥                                                        

庄内出張所・庄内市民センター 自動扉保守点検業務 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 85,320¥                                                        

本庁舎 第一庁舎自動扉保守点検業務 ナブコドア(株)北大阪営業所 市外 536,280¥                                                      

第二庁舎自動扉保守点検業務 扶桑電機工業(株)大阪支店 市外 518,840¥                                                      

07_配膳用リフト保守点検 克明小学校 給食配膳用リフト保守点検教務委託 日本エレベーター製造(株)大阪営業所 市外 1,146,420¥                                                   

新田小学校 給食配膳用リフト保守点検教務委託 日本エレベーター製造(株)大阪営業所 市外

東豊中小学校 給食配膳用リフト保守点検教務委託 日本エレベーター製造(株)大阪営業所 市外

豊島北小学校 給食配膳用リフト保守点検教務委託 日本エレベーター製造(株)大阪営業所 市外

寺内小学校 給食配膳用リフト保守点検教務委託 日本エレベーター製造(株)大阪営業所 市外

大池小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 (株)エーステック 市外 1,805,760¥                                                   

千成小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 (株)エーステック 市外

高川小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 (株)エーステック 市外

刀根山小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 (株)エーステック 市外

泉丘小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 (株)エーステック 市外

野畑小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 (株)エーステック 市外

東豊台小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 (株)エーステック 市外

北条小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 (株)エーステック 市外

西丘小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 クマリフト(株)大阪営業所 市外 192,240¥                                                      

南丘小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 菱電エレベータ施設株式会社大阪支店 市外 247,860¥                                                      

中豊島小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 菱電エレベータ施設株式会社大阪支店 市外 2,726,460¥                                                   

小曽根小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 菱電エレベータ施設株式会社大阪支店 市外

少路小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 菱電エレベータ施設株式会社大阪支店 市外

島田小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 菱電エレベータ施設株式会社大阪支店 市外

桜井谷東小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 菱電エレベータ施設株式会社大阪支店 市外

東泉丘小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 菱電エレベータ施設株式会社大阪支店 市外

北緑丘小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 菱電エレベータ施設株式会社大阪支店 市外

新田南小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 菱電エレベータ施設株式会社大阪支店 市外

庄内小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 クマリフト(株)大阪営業所 市外 634,392¥                                                      

箕輪小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 クマリフト(株)大阪営業所 市外

緑地小学校 給食配膳用リフト保守点検業務委託 クマリフト(株)大阪営業所 市外

西丘こども園 給食配膳用リフト保守点検業務 近畿ビルサービス（株） 市外 297,000¥                                                      

東豊中複合施設 給食配膳用リフト保守点検業務 近畿ビルサービス（株） 市外

栄町こども園 給食配膳用リフト保守点検業務 近畿ビルサービス（株） 市外

島田こども園・島田センター 給食配膳用リフト保守点検業務 近畿ビルサービス（株） 市外

高川こども園・高川センター 給食配膳用リフト保守点検業務 近畿ビルサービス（株） 市外

原田こども園 給食配膳用リフト保守点検業務 近畿ビルサービス（株） 市外

螢池こども園 給食配膳用リフト保守点検業務 近畿ビルサービス（株） 市外

本町こども園 給食配膳用リフト保守点検業務 近畿ビルサービス（株） 市外

人権平和センター豊中 給食配膳用リフト保守点検業務 近畿ビルサービス（株） 市外

08_建築設備定期検査 克明小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外 9,720,000¥                                                   

桜塚小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

大池小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

螢池小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

桜井谷小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

熊野田小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

中豊島小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

豊島小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

原田小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

小曽根小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

豊南小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

上野小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

南桜塚小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

新田小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

7 7,050,132¥ 

16 17,960,460¥ 

26 4,625,074¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

庄内小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

庄内南小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

庄内西小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

野田小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

島田小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

千成小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

北丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

東丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

東豊中小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

豊島西小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

西丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

高川小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

刀根山小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

南丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

豊島北小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

泉丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

少路小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

野畑小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

東豊台小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

箕輪小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

北条小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

寺内小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

緑地小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

桜井谷東小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

東泉丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

北緑丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

新田南小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第一中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第二中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第三中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第四中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第五中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第七中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第八中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第九中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

庄内さくら学園中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十一中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十二中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十三中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十四中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十五中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十六中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十七中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十八中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

西丘こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

東丘こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

旭丘こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

東豊中複合施設 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

北緑丘こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

桜井谷こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

小曽根こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

服部こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

野田こども園・野田センター 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

庄内こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

豊南西こども園・豊南会館 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

庄内西こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

栄町こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

島田こども園・島田センター 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

高川こども園・高川センター 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

原田こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

螢池こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

16 17,960,460¥ 

 業種「34_建築物定期検査（３年に１回）」の契約金額

(3,375,000)を参照
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

本町こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

人権平和センター豊中 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

東豊中図書館・ゆたかこども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

てしまこども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

とねやまこども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

しんでんこども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

てらうちこども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

のばたけこども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

旧あゆみ学園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

人権平和センター豊中 建築設備点検業務 ES設備(株) 市内 143,000¥                                                      

東豊中図書館・ゆたかこども園 建築設備・防火設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 167,400¥                                                      

岡町図書館 建築物・建築設備・防火設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 205,200¥                                                      

庄内文化センター 建築設備・防火設備定期点検業務 （株）FUDO　corporation 市内 226,800¥                                                      

千里文化センターコラボ 建築設備・建築物保守点検委託 （株）FUDO　corporation 市内 174,400¥                                                      

野畑図書館 建築物・建築設備・防火設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 205,200¥                                                      

服部図書館・服部介護予防センター 建築物・建築設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 97,200¥                                                        

高川複合施設 建築物・建築設備・防火設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 216,000¥                                                      

庄内幸町図書館 建築設備・防火設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 157,680¥                                                      

中央公民館 建築設備定期点検業務 （株）FUDO　corporation 市内 189,000¥                                                      

庄本複合施設 建築設備・防火設備定期点検 (株)大阪ガスファシリティーズ 市外 594,000¥                                                      

生活情報センターくらしかん 建築設備定期点検業務委託 （株）FUDO　corporation 市内 105,840¥                                                      

労働会館 建築設備定期点検業務委託 （株）FUDO　corporation 市内 105,840¥                                                      

消防局・北消防署合同庁舎 建築設備定期点検（防火設備検査含む） (株)三弘建築事務所 市外 453,600¥                                                      

本庁舎 庁舎08_建築設備定期検査業務 株式会社建設環境コンサルティング　大阪支店 市外 5,199,300¥                                                   

09_非常用発電設備保守点検 旧あゆみ学園 非常用発電設備保守点検業務 ヤンマーエネルギーシステム(株)大阪支社 市外 448,200¥                                                      

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 非常用発電設備保守点検業務委託<法定> ヤンマーエネルギーシステム(株)大阪支社 市外 264,600¥                                                      

千里文化センターコラボ 非常用発電設備点検委託 日研電気(株) 市内 220,000¥                                                      

高川複合施設 非常用発電設備保守点検業務委託 (株)明電エンジニアリング関西支社 市外 378,000¥                                                      

中央公民館 非常用発電機関保守点検業務 ヤンマーエネルギーシステム(株)大阪支社 市外 330,588¥                                                      

消防局・北消防署合同庁舎 非常用自家用発電機保守点検業務委託 (株)トーヨーコーポレーション 市外 331,560¥                                                      

北消防署新千里消防署 非常用自家用発電機保守点検業務委託 (株)トーヨーコーポレーション 市外

北消防署東泉丘出張所 非常用自家用発電機保守点検業務委託 (株)トーヨーコーポレーション 市外

南消防署 非常用自家用発電機保守点検業務委託 (株)トーヨーコーポレーション 市外

10_水質検査 克明小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外 167,670¥                                                      

桜塚小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

大池小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

螢池小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

桜井谷小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

熊野田小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

中豊島小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

豊島小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

原田小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

小曽根小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

豊南小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

上野小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

南桜塚小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

新田小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

庄内小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

庄内南小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

庄内西小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

野田小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

島田小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

千成小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

北丘小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

東丘小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

東豊中小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

豊島西小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

西丘小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

高川小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

刀根山小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

16 17,960,460¥ 

 業種「34_建築物定期検査（３年に１回）」の契約金額

(3,375,000)を参照

3 251,530¥ 

6 1,972,948¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

南丘小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

豊島北小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

泉丘小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

少路小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

野畑小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

東豊台小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

箕輪小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

北条小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

寺内小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

緑地小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

桜井谷東小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

東泉丘小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

北緑丘小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

新田南小学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第一中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第二中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第三中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第四中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第五中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第七中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第八中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第九中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

庄内さくら学園中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第十一中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第十二中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第十三中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第十四中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第十五中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第十六中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第十七中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

第十八中学校 飲料水水質検査業務 株式会社ケイ・エス分析センター 市外

庄内西小学校 密閉系・冷却水水質検査 エスク(株) 市外 57,240¥                                                        

人権平和センター豊中 水質検査 (株)ノーリツ 市外 26,620¥                                                        

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 環境衛生管理業務委託 大都美装(株) 市外 業種「16_貯水槽清掃点検」の契約金額(435,240)を参照

堀田老人憩の家 受水槽清掃及び水質検査業務 (株)セツリョウ 市内 業種「16_貯水槽清掃点検」の契約金額(77,000)を参照

11_中央監視設備保守点検 野畑図書館 中央監視盤保守点検業務委託 パナソニックLSエンジニアリング(株)近畿支店 市外 440,640¥                                                      

本庁舎 第二庁舎中央監視制御設備保守点検業務 ＫＯＳネットワーク（株） 市外 2,376,200¥                                                   

13_舞台設備保守点検 1 712,860¥ 本庁舎 庁舎舞台機構設備保守点検業務 株式会社 三精エンジニアリング 市外 712,860¥                                                      

15_簡易専用水道検査 克明小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外 453,200¥                                                      

桜塚小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

大池小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

螢池小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

桜井谷小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

熊野田小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

中豊島小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

豊島小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

豊南小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

上野小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

新田小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

庄内小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

庄内南小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

野田小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

千成小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

東豊中小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

高川小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

刀根山小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

豊島北小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

泉丘小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

少路小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

野畑小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

箕輪小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

3 251,530¥ 

2 2,816,840¥ 

6 720,140¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

北条小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

寺内小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

緑地小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

東泉丘小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

新田南小学校 市立各小学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

第二中学校 市立各中学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外 190,000¥                                                      

第三中学校 市立各中学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

第七中学校 市立各中学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

庄内さくら学園中学校 市立各中学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

第十一中学校 市立各中学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

第十二中学校 市立各中学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

第十三中学校 市立各中学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

第十五中学校 市立各中学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

第十六中学校 市立各中学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

第十七中学校 市立各中学校簡易専用水道定期検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 水質検査 一般社団法人関西環境開発ｾﾝﾀｰ 市外 39,900¥                                                        

千里文化センターコラボ 簡易専用水道検査 （一財）関西環境開発センター 市外 3,240¥                                                          

中央公民館 簡易専用水道検査 日本水処理工業株式会社 市外 17,600¥                                                        

環境事業所 簡易専用水道検査 （一財）関西環境開発センター 市外 16,200¥                                                        

16_貯水槽清掃点検 克明小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内 2,400,000¥                                                   

桜塚小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

大池小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

螢池小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

桜井谷小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

熊野田小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

中豊島小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

豊島小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

豊南小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

上野小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

新田小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

庄内小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

庄内南小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

野田小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

千成小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

東豊中小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

高川小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

刀根山小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

豊島北小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

泉丘小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

少路小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

野畑小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

箕輪小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

北条小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

寺内小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

緑地小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

東泉丘小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

新田南小学校 市立小学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

第二中学校 市立中学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内 1,180,000¥                                                   

第三中学校 市立中学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

第七中学校 市立中学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

庄内さくら学園中学校 市立中学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

第十一中学校 市立中学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

第十二中学校 市立中学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

第十三中学校 市立中学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

第十五中学校 市立中学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

第十六中学校 市立中学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

第十七中学校 市立中学校貯水槽高架水槽清掃業務委託 (株)セツリョウ 市内

旧あゆみ学園 受水槽検査 （一財）関西環境管理技術センター 市外 17,280¥                                                        

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 環境衛生管理業務委託 大都美装(株) 市外 435,240¥                                                      

堀田老人憩の家 受水槽清掃及び水質検査業務 (株)セツリョウ 市内 77,000¥                                                        

北消防署東泉丘出張所 受水槽等保守点検業務委託 豊工業(株) 市内 91,800¥                                                        

6 720,140¥ 

8 5,944,920¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

環境事業所 受水槽清掃点検及び水質検査 (株)大阪ビル管理 市外 43,200¥                                                        

本庁舎 庁舎貯水槽等清掃業務 (株)セツリョウ 市内 1,700,400¥                                                   

17_雨水槽・汚水槽清掃点検 島田小学校 給食調理場厨房設備汚水槽維持管理業務 産業廃棄物処理＝八光海運など　清掃＝(株)セツリョウなど 市外 132,000¥                                                      

第十八中学校 雨水槽・汚水槽保守点検業務委託 トータルメンテナンス株式会社 市内 297,000¥                                                      

18_機械式駐車設備保守点検 1 2,302,080¥ 本庁舎 第二庁舎機械式駐車設備保守点検業務 新明和工業株式会社 市外 2,302,080¥                                                   

19_給湯設備保守点検 螢池小学校 温水機整備点検業務 (株)巴商会　大阪支店 市外 206,712¥                                                      

原田小学校 温水機整備点検業務 (株)巴商会　大阪支店 市外

庄内南小学校 温水機整備点検業務 (株)巴商会　大阪支店 市外

島田小学校 温水機整備点検業務 (株)巴商会　大阪支店 市外

人権平和センター豊中 業務用給湯器及びろ過機維持管理業務 (株)ノーリツ 市外 330,000¥                                                      

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 真空温水ヒーター・貯湯槽保守点検業務委託 (株)ヒラカワ 市外 311,040¥                                                      

環境事業所 給水給湯設備等保守点検業務 豊工業(株) 市内 345,600¥                                                      

20_排煙装置保守点検 1 220,180¥ 本庁舎 庁舎排煙オペレーター装置保守点検業務 オペレーター建機株式会社 市内 220,180¥                                                      

21_自家発電設備保守点検 1 1,054,030¥ 本庁舎 第二庁舎自家発電機設備保守点検業務 ダイハツディーゼル株式会社 市外 1,054,030¥                                                   

22_プール浄化装置保守点検 克明小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外 192,240¥                                                      

桜塚小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

螢池小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

桜井谷小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

熊野田小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

上野小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

新田小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

北丘小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

東丘小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

東豊中小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

西丘小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

刀根山小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

南丘小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

少路小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

野畑小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

東豊台小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

箕輪小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

桜井谷東小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

北緑丘小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

新田南小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

大池小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 テラルテクノサービス(株)大阪支店 市外 50,000¥                                                        

中豊島小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外 203,040¥                                                      

豊島小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

原田小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

小曽根小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

豊南小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

南桜塚小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

庄内小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

庄内南小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

庄内西小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

野田小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

島田小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

千成小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

豊島西小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

高川小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

豊島北小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

泉丘小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

北条小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

寺内小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

緑地小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

東泉丘小学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

第一中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外 170,640¥                                                      

第二中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

第三中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

第四中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

第五中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

第七中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

8 5,944,920¥ 

2 429,000¥ 

4 1,193,352¥ 

5 632,420¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

第八中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

第九中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

庄内さくら学園中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

第十二中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

第十三中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

第十四中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

第十五中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

第十六中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

第十七中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

第十八中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 誠水エンタープライズ有限会社 市外

第十一中学校 プール浄化装置保守点検業務委託 光伸（株） 市外 16,500¥                                                        

23_シャッター保守点検 千里文化センターコラボ シャッター保守点検委託 三和シャッター工業(株)　大阪北営業所 市外 204,920¥                                                      

消防局・北消防署合同庁舎 ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ保守点検業務委託 日本シャッター 市内 362,880¥                                                      

北消防署原田出張所 ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ保守点検業務委託 日本シャッター 市内

北消防署東泉丘出張所 ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ保守点検業務委託 日本シャッター 市内

南消防署 ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ保守点検業務委託 日本シャッター 市内

南消防署服部出張所 ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ保守点検業務委託 日本シャッター 市内

本庁舎 庁舎防煙スクリーン・シャッター保守点検業務 三和シャッター工業(株)　大阪北営業所 市外 301,930¥                                                      

庄内駅前庁舎 電動シャッター保守点検業務 東洋シャッター株式会社大阪支店 市外 130,800¥                                                      

26_ボイラー設備保守点検 旧あゆみ学園 ボイラー設備保守点検業務 (株)ヒラカワ 市外 194,400¥                                                      

庄本複合施設 ボイラー保守点検 （株）前田鉄工所　大阪営業所 市外 427,280¥                                                      

消防局・北消防署合同庁舎 ボイラ保守点検業務委託 (株)日本サーモエナー　関西支社 市外 162,000¥                                                      

環境事業所 ボイラー定期点検業務 (株)日本サーモエナー　関西支社 市外 108,000¥                                                      

28_プール可動床装置保守点検 克明小学校 プール可動床装置保守点検業務委託 株式会社石森製作所 市外 1,188,000¥                                                   

大池小学校 プール可動床装置保守点検業務委託 株式会社石森製作所 市外

31_ろ水機保守点検 障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター ろ水機保守点検業務委託 ローレル(株) 市外 47,520¥                                                        

生活情報センターくらしかん 雨水ろ過装置保守点検業務委託 関西トースイ株式会社 市外 155,520¥                                                      

32_防火対象物定期検査 島田こども園・島田センター 防火対象物等点検業務 ホーチキサービス(株) 市外 52,920¥                                                        

高川こども園・高川センター 防火対象物等点検業務 ホーチキサービス(株) 市外

穂積南センター 防火対象物等点検業務 ホーチキサービス(株) 市外

人権平和センター豊中 防火対象物点検業務　 ES設備(株) 市内 34,100¥                                                        

旧あゆみ学園 消防設備・防火対象物保守点検業務 (株)ダイリン 市内 業種「04_消防用設備保守点検」の契約金額(425,100)を参照

庄内文化センター 防火対象物点検業務 関西消防(株) 市外 業種「04_消防用設備保守点検」の契約金額(76,680)を参照

人権平和センター螢池 防火対象物点検業務 ES設備(株) 市内 33,000¥                                                        

堀田老人憩の家 防火対象物定期点検（免除申請中） (株)ダイリン 市内 145,200¥                                                      

労働会館 防火対象物点検 (株)ダイリン 市内 54,000¥                                                        

34_建築物定期検査（３年に１回） 克明小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

桜塚小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

大池小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

螢池小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

桜井谷小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

熊野田小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

中豊島小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

豊島小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

原田小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

小曽根小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

豊南小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

上野小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

南桜塚小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

新田小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

庄内小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

庄内南小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

庄内西小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

野田小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

島田小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

千成小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

北丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

東丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

東豊中小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

豊島西小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

西丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

5 632,420¥ 

4 1,000,530¥ 

4 891,680¥ 

1 1,188,000¥ 

2 203,040¥ 

5 319,220¥ 

10 5,689,907¥  業種「08_建築設備定期検査」の契約金額(9,720,000)

を参照
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

高川小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

刀根山小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

南丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

豊島北小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

泉丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

少路小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

野畑小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

東豊台小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

箕輪小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

北条小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

寺内小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

緑地小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

桜井谷東小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

東泉丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

北緑丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

新田南小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第一中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第二中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第三中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第四中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第五中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第七中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第八中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第九中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

庄内さくら学園中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十一中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十二中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十三中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十四中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十五中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十六中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十七中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十八中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

西丘こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外 3,375,000¥                                                   

東丘こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

旭丘こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

東豊中複合施設 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

北緑丘こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

桜井谷こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

小曽根こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

服部こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

野田こども園・野田センター 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

庄内こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

豊南西こども園・豊南会館 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

庄内西こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

栄町こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

島田こども園・島田センター 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

高川こども園・高川センター 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

原田こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

螢池こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

本町こども園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

人権平和センター豊中 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

旧あゆみ学園 建築物及び建築設備定期点検業務委託 H30　(株)阿波設計事務所 市外

東豊中図書館・ゆたかこども園 建築物定期点検及び建築設備定期点検 (株)コンクリート診断センター 市外 1,501,200¥                                                   

てしまこども園 建築物定期点検及び建築設備定期点検 (株)コンクリート診断センター 市外

とねやまこども園 建築物定期点検及び建築設備定期点検 (株)コンクリート診断センター 市外

しんでんこども園 建築物定期点検及び建築設備定期点検 (株)コンクリート診断センター 市外

てらうちこども園 建築物定期点検及び建築設備定期点検 (株)コンクリート診断センター 市外

のばたけこども園 建築物定期点検及び建築設備定期点検 (株)コンクリート診断センター 市外

岡町図書館 建築物・建築設備・防火設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 97,200¥                                                        

庄内文化センター 建築物定期点検業務委託契約 （株）FUDO　corporation 市内 132,000¥                                                      

10 5,689,907¥  業種「08_建築設備定期検査」の契約金額(9,720,000)

を参照

17



対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

千里文化センターコラボ 建築設備・建築物保守点検委託 小林建築設計事務所 市内 159,840¥                                                      

野畑図書館 建築物・建築設備・防火設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 97,200¥                                                        

服部図書館・服部介護予防センター 建築物・建築設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 46,667¥                                                        

高川複合施設 建築物・建築設備・防火設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 97,200¥                                                        

庄内幸町図書館 建築設備・防火設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 75,600¥                                                        

中央公民館 建築物定期点検業務 （株）FUDO　corporation 市内 108,000¥                                                      

35_防火設備定期検査 克明小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

桜塚小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

大池小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

螢池小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

桜井谷小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

熊野田小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

中豊島小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

豊島小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

原田小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

小曽根小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

豊南小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

上野小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

南桜塚小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

新田小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

庄内小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

庄内南小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

庄内西小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

野田小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

島田小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

千成小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

北丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

東丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

東豊中小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

豊島西小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

西丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

高川小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

刀根山小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

南丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

豊島北小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

泉丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

少路小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

野畑小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

東豊台小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

箕輪小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

北条小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

寺内小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

緑地小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

桜井谷東小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

東泉丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

北緑丘小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

新田南小学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第一中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第二中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第三中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第四中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第五中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第七中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第八中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第九中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

庄内さくら学園中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十一中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十二中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十三中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十四中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十五中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

10 5,689,907¥ 

3 329,980¥  業種「08_建築設備定期検査」の契約金額(9,720,000)

を参照
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

第十六中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十七中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

第十八中学校 建築物・建築設備及び防火設備定期点検業務委託 施設工学研究所 市外

人権平和センター豊中 防火設備点検業務 ES設備(株) 市内 91,300¥                                                        

東豊中図書館・ゆたかこども園 建築設備・防火設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 業種「08_建築設備定期検査」の契約金額(167,400)を参照

岡町図書館 建築物・建築設備・防火設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 業種「08_建築設備定期検査」の契約金額(205,200)を参照

庄内文化センター 建築設備・防火設備定期点検業務 （株）FUDO　corporation 市内 業種「08_建築設備定期検査」の契約金額(226,800)を参照

千里文化センターコラボ 防火設備定期点検 日研電気(株) 市内 76,680¥                                                        

野畑図書館 建築物・建築設備・防火設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 業種「08_建築設備定期検査」の契約金額(205,200)を参照

高川複合施設 建築物・建築設備・防火設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 業種「08_建築設備定期検査」の契約金額(216,000)を参照

庄内幸町図書館 建築設備・防火設備定期検査 （株）FUDO　corporation 市内 業種「08_建築設備定期検査」の契約金額(157,680)を参照

中央公民館 防火設備定期点検業務 （株）FUDO　corporation 市内 業種「08_建築設備定期検査」の契約金額(189,000)を参照

庄本複合施設 建築設備・防火設備定期点検 (株)大阪ガスファシリティーズ 市外 業種「08_建築設備定期検査」の契約金額(594,000)を参照

生活情報センターくらしかん 防火設備点検 (株)ダイリン 市内 162,000¥                                                      

消防局・北消防署合同庁舎 建築設備定期点検（防火設備検査含む） (株)三弘建築事務所 市外 業種「08_建築設備定期検査」の契約金額(453,600)を参照

36_ポンプ設備保守点検 岡町図書館 給水ポンプ設備保守点検業務委託 東洋産業(株)大阪支店 市外 172,800¥                                                      

野畑図書館 給排水ポンプ設備保守管理業務委託 テラルテクノサービス(株)大阪支店 市外 118,800¥                                                      

冷温水ポンプ設備保守管理業務委託 (株)荏原製作所西大阪支店 市外 101,520¥                                                      

庄内出張所・庄内市民センター ポンプ及び送風機等保守点検委託 ポンプ技研（株） 市外 98,280¥                                                        

37_ばい煙濃度測定業務 庄内西小学校 ばい煙測定調査業務委託 松本産業(株) 市外 190,080¥                                                      

庄内文化センター ばい煙濃度測定業務委託 (株)ガンマー分析センター 市外 108,000¥                                                      

本庁舎 庁舎ばい煙発生施設排ガス測定業務委託 株式会社　日環サービス 市外 400,000¥                                                      

38_ハロン消火設備保守点検 1 232,200¥ 野畑図書館 ハロン消火設備保守点検業務委託 (株)コーアツ大阪支社 市外 232,200¥                                                      

39_小荷物専用昇降機点検 1 17,280¥ 北消防署東泉丘出張所 小荷物専用昇降機点検業務委託 (株)昇降機工事サービス 市外 17,280¥                                                        

40_給食室衛生調査 螢池小学校 単独調理校の給食室衛生調査委託業務 サラヤ株式会社　近畿支店 市外 324,000¥                                                      

原田小学校 単独調理校の給食室衛生調査委託業務 サラヤ株式会社　近畿支店 市外

庄内南小学校 単独調理校の給食室衛生調査委託業務 サラヤ株式会社　近畿支店 市外

島田小学校 単独調理校の給食室衛生調査委託業務 サラヤ株式会社　近畿支店 市外

41_排水管調査業務 1 277,560¥ 保健所 検査室排水管調査業務 (株)精研 市外 277,560¥                                                      

42_電気時計等保守点検 1 436,000¥ 本庁舎 庁舎電気時計等保守点検業務 大和ＥＳ（株） 市内 436,000¥                                                      

43_階段昇降機保守点検業務 1 93,740¥ 本庁舎 議会棟階段昇降機保守点検業務 クマリフト(株)大阪営業所 市外 93,740¥                                                        

44_施設清掃業務 克明小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内 4,223,352¥                                                   

桜塚小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

大池小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

螢池小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

桜井谷小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

熊野田小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

中豊島小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

豊島小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

原田小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

小曽根小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

豊南小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

上野小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

南桜塚小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

新田小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

庄内小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

庄内南小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

庄内西小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

野田小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

島田小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

千成小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

北丘小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

東丘小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

東豊中小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

豊島西小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

西丘小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

高川小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

刀根山小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

南丘小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

豊島北小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

泉丘小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

3 329,980¥  業種「08_建築設備定期検査」の契約金額(9,720,000)

を参照

4 491,400¥ 

3 698,080¥ 

1 324,000¥ 

17 26,313,294¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

少路小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

野畑小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

東豊台小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

箕輪小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

北条小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

寺内小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

緑地小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

桜井谷東小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

東泉丘小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

北緑丘小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

新田南小学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

桜塚小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内 288,090¥                                                      

大池小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

桜井谷小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

中豊島小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

小曽根小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

上野小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

庄内小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

庄内西小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

千成小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

西丘小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

高川小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

刀根山小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

箕輪小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

寺内小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

桜井谷東小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

東泉丘小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

新田南小学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第一中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第二中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第三中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第四中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第五中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第七中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第八中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第九中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

庄内さくら学園中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十一中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十二中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十三中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十四中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十五中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十六中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十七中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十八中学校 豊中市小・中学校給食配膳室清掃業務 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

大池小学校 大池コミュニティプラザ床面剥離洗浄清掃作業 (株)大阪ビル管理 市外 62,640¥                                                        

庄内西小学校 夜間開放事業に伴う夜間照明施設清掃保守点検業務 株式会社きしもと 市内 691,200¥                                                      

第四中学校 夜間開放事業に伴う夜間照明施設清掃保守点検業務 株式会社きしもと 市内

第七中学校 夜間開放事業に伴う夜間照明施設清掃保守点検業務 株式会社きしもと 市内

第十二中学校 夜間開放事業に伴う夜間照明施設清掃保守点検業務 株式会社きしもと 市内

第十四中学校 夜間開放事業に伴う夜間照明施設清掃保守点検業務 株式会社きしもと 市内

第一中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内 2,153,880¥                                                   

第二中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第三中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第四中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第五中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第七中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第八中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第九中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

庄内さくら学園中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十一中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

17 26,313,294¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

第十二中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十三中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十四中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十五中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十六中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十七中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十八中学校 空調室内機保守点検業務委託（H30） （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

島田こども園・島田センター 清掃業務委託 ダイイチサービス有限会社 市内 4,471,200¥                                                   

高川こども園・高川センター 清掃業務委託 ダイイチサービス有限会社 市内

東豊中図書館・ゆたかこども園 空調室内機保守点検業務委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内 700,920¥                                                      

てしまこども園 空調室内機保守点検業務委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

とねやまこども園 空調室内機保守点検業務委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

しんでんこども園 空調室内機保守点検業務委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

てらうちこども園 空調室内機保守点検業務委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

のばたけこども園 空調室内機保守点検業務委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

旧あゆみ学園 ３階清掃業務 昭和公基(株) 市外 386,100¥                                                      

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 就労促進清掃業務委託 豊中市障害者就労雇用支援センター 市内 4,089,262¥                                                   

空調機フィルター清掃 大都美装(株) 市外 50,000¥                                                        

保健所 清掃業務 (株)明貢サービスセンター 市内 2,851,200¥                                                   

冷暖房設備フィルター清掃 (株)辻中 市内 253,800¥                                                      

熊野田中央会館・熊野田老人憩の家 清掃委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内 2,351,190¥                                                   

小曽根校区南郷の家 清掃委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

豊島北老人憩の家 清掃委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

豊南老人憩の家 清掃委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

堀田老人憩の家 清掃委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

労働会館 清掃業務委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内 1,715,700¥                                                   

北消防署新千里消防署 定期清掃業務 （株）FUDO　corporation 市内 830,520¥                                                      

北消防署桜井谷出張所 定期清掃業務 （株）FUDO　corporation 市内

北消防署原田出張所 定期清掃業務 （株）FUDO　corporation 市内

北消防署螢池出張所 定期清掃業務 （株）FUDO　corporation 市内

北消防署東泉丘出張所 定期清掃業務 （株）FUDO　corporation 市内

南消防署 定期清掃業務 （株）FUDO　corporation 市内

南消防署小曽根出張所 定期清掃業務 （株）FUDO　corporation 市内

南消防署服部出張所 定期清掃業務 （株）FUDO　corporation 市内

文書館 豊中市文書館等清掃業務 （株）FUDO　corporation 市内 1,056,000¥                                                   

環境事業所 床面洗浄ワックス塗布業務 （株）FUDO　corporation 市内 138,240¥                                                      

45_機械警備 克明小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外 57,348,000¥                                                 

桜塚小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

大池小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

螢池小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

桜井谷小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

熊野田小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

中豊島小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

豊島小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

原田小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

小曽根小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

豊南小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

上野小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

南桜塚小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

新田小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

庄内小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

庄内南小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

庄内西小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

野田小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

島田小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

千成小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

北丘小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

東丘小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

東豊中小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

豊島西小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

西丘小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

17 26,313,294¥ 

28 68,424,740¥ 

21



対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

高川小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

刀根山小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

南丘小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

豊島北小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

泉丘小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

少路小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

野畑小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

東豊台小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

箕輪小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

北条小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

寺内小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

緑地小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

桜井谷東小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

東泉丘小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

北緑丘小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

新田南小学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第一中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第二中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第三中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第四中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第五中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第七中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第八中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第九中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

庄内さくら学園中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第十一中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第十二中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第十三中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第十四中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第十五中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第十六中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第十七中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

第十八中学校 豊中市立小中学校機械警備業務委託 (株)双葉化学商会 市外

大池小学校 大池コミュニティプラザ機械警備 東洋テック(株) 市外 103,680¥                                                      

中豊島小学校 中豊島コミュニティプラザ機械警備 東芝テック(株) 市外 112,752¥                                                      

ルシオーレ 機械警備業務委託 日本管財（株）大阪本部 市外 771,120¥                                                      

西丘こども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外 5,809,968¥                                                   

東丘こども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

旭丘こども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

東豊中複合施設 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

北緑丘こども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

桜井谷こども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

小曽根こども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

服部こども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

野田こども園・野田センター 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

庄内こども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

豊南西こども園・豊南会館 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

庄内西こども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

栄町こども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

島田こども園・島田センター 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

高川こども園・高川センター 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

原田こども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

螢池こども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

本町こども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

東豊中図書館・ゆたかこども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

てしまこども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

とねやまこども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

しんでんこども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

てらうちこども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

のばたけこども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外

人権平和センター豊中 機械警備業務 アムス・セキュリティサービス(株) 市外 89,760¥                                                        

28 68,424,740¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

東豊中図書館・ゆたかこども園 機械警備業務委託 セコム(株) 市外 200,880¥                                                      

旧あゆみ学園 機械警備業務 東洋テック(株) 市外 184,392¥                                                      

岡町図書館 機械警備業務委託 東洋テック(株) 市外 103,680¥                                                      

庄内文化センター 機械警備業務 東洋テック(株) 市外 362,880¥                                                      

野畑図書館 機械警備業務委託 東洋テック(株) 市外 103,680¥                                                      

服部図書館・服部介護予防センター 機械警備業務委託 東洋テック(株) 市外 50,796¥                                                        

高川複合施設 機械警備業務委託 東洋テック(株) 市外 181,440¥                                                      

庄内幸町図書館 機械警備業務委託 東洋テック(株) 市外 127,008¥                                                      

中央公民館 機械警備業務 コスモ警備保障(株) 市外 233,280¥                                                      

人権平和センター螢池 機械警備業務委託 セコム(株) 市外 69,408¥                                                        

庄内保健センター 保安機械警備業務委託 セコム(株) 市外 453,600¥                                                      

小曽根校区南郷の家 機械警備業務 綜合警備保障（株）大阪北支社 市外 103,332¥                                                      

豊島北老人憩の家 機械警備業務 セコム(株) 市外 91,560¥                                                        

豊南老人憩の家 機械警備業務 セコム(株) 市外 100,716¥                                                      

庄本複合施設 機械警備業務 セコム(株) 市外 274,362¥                                                      

生活情報センターくらしかん 機械警備業務委託契約 セコム(株) 市外 64,800¥                                                        

労働会館 機械警備業務委託 東洋テック(株) 市外 129,600¥                                                      

文書館 豊中市文書館等警備業務 セコム(株) 市外 360,484¥                                                      

豊中市役所別館 機械警備業務 セコム(株) 市外 252,326¥                                                      

庄内出張所・庄内市民センター 機械警備業務委託契約 セコム(株) 市外 78,716¥                                                        

環境事業所 機械警備委託業務 セコム(株) 市外 492,480¥                                                      

庄内駅前庁舎 機械警備委託 セコム(株) 市外 170,040¥                                                      

46_有人警備 克明小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内 73,170,000¥                                                 

螢池小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

中豊島小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

豊島小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

原田小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

小曽根小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

豊南小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

南桜塚小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

庄内小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

庄内南小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

庄内西小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

野田小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

島田小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

千成小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

豊島西小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

高川小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

豊島北小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

箕輪小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

北条小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

寺内小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

緑地小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)KMK's 市内

克明小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外 613,360¥                                                      

桜塚小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

大池小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

螢池小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

桜井谷小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

熊野田小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

中豊島小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

豊島小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

原田小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

小曽根小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

豊南小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

上野小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

南桜塚小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

新田小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

庄内小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

庄内南小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

庄内西小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

野田小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

28 68,424,740¥ 

5 146,586,102¥ 
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

島田小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

千成小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

北丘小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

東丘小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

東豊中小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

豊島西小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

西丘小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

高川小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

刀根山小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

南丘小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

豊島北小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

泉丘小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

少路小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

野畑小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

東豊台小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

箕輪小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

北条小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

寺内小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

緑地小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

桜井谷東小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

東泉丘小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

北緑丘小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

新田南小学校 市立小学校運動会有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

桜塚小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外 64,326,960¥                                                 

大池小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

桜井谷小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

熊野田小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

上野小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

新田小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

北丘小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

東丘小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

東豊中小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

西丘小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

刀根山小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

南丘小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

泉丘小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

少路小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

野畑小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

東豊台小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

桜井谷東小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

東泉丘小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

北緑丘小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

新田南小学校 市立小学校有人警備業務委託 (株)井上設備サービス 市外

保健所 有人警備業務 (株)明貢サービスセンター 市内 5,391,360¥                                                   

労働会館 管理業務委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内 3,084,422¥                                                   

47_害虫害獣防除・駆除業務 克明小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内 191,990¥                                                      

桜塚小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

大池小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

螢池小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

桜井谷小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

熊野田小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

中豊島小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

豊島小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

原田小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

小曽根小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

豊南小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

上野小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

南桜塚小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

新田小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

庄内小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

庄内南小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

5 146,586,102¥ 

5 590,642¥ 
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庄内西小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

野田小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

島田小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

千成小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

北丘小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

東丘小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

東豊中小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

豊島西小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

西丘小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

高川小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

刀根山小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

南丘小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

豊島北小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

泉丘小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

少路小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

野畑小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

東豊台小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

箕輪小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

北条小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

寺内小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

緑地小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

桜井谷東小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

東泉丘小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

北緑丘小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

新田南小学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第一中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第二中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第三中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第四中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第五中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第七中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第八中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第九中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

庄内さくら学園中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第十一中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第十二中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第十三中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第十四中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第十五中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第十六中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第十七中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

第十八中学校 配膳室の害虫駆除業務契約 （株）新協サニコン 市内

人権平和センター豊中 ねずみ・衛生害虫駆除 （株）新協サニコン 市内 132,000¥                                                      

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 環境衛生管理業務委託 大都美装(株) 市外 業種「16_貯水槽清掃点検」の契約金額(435,240)を参照

人権平和センター螢池 害虫防除手数料　※役務費のため契約なし (有)エイケンサービス※昨年実績 市外 53,352¥                                                        

保健所 ねずみ・衛生害虫駆除業務 (一財)大阪防疫協会 市外 36,720¥                                                        

本庁舎 庁舎ねずみ・衛生害虫防除業務 (株)新協サニコン 市外 176,580¥                                                      

48_環境測定業務 保健所 豊中市保健所作業環境測定(放射線)業務 関西放射線サービス(株) 市外 36,720¥                                                        

豊中市保健所作業環境測定(有機溶剤)業務 (株)大阪環境技術センター 市外 99,144¥                                                        

消防局・北消防署合同庁舎 アスベスト室内空気環境測定業務 ㈱日本保健衛生協会 市外 51,840¥                                                        

環境事業所 環境測定業務委託 （株）FUDO　corporation 市内 156,960¥                                                      
49_産業廃棄物収集運搬及び処分業務 1 1,620,000¥ 環境事業所 洗車場の産業廃棄物収集運搬及び処分業務 大東衛生(株) 市外 1,620,000¥                                                   

50_案内受付業務 1 4,202,473¥ 庄内駅前庁舎 案内受付業務委託 昭和公基(株) 市外 4,202,473¥                                                   
51_ホース乾燥用タワーリフト点検業務委託 消防局・北消防署合同庁舎 ホース乾燥用タワーリフト点検業務委託 (株)昇降機工事サービス 市外 143,640¥                                                      

北消防署新千里消防署 ホース乾燥用タワーリフト点検業務委託 (株)昇降機工事サービス 市外

北消防署東泉丘出張所 ホース乾燥用タワーリフト点検業務委託 (株)昇降機工事サービス 市外

南消防署 ホース乾燥用タワーリフト点検業務委託 (株)昇降機工事サービス 市外

南消防署服部出張所 ホース乾燥用タワーリフト点検業務委託 (株)昇降機工事サービス 市外

52_夜間開放事業管理 庄内西小学校 学校運動夜間開放事業管理委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内 2,621,120¥                                                   

第四中学校 学校運動夜間開放事業管理委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第七中学校 学校運動夜間開放事業管理委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

5 590,642¥ 

4 344,664¥ 

1 143,640¥ 

1 2,621,120¥ 
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第十二中学校 学校運動夜間開放事業管理委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

第十四中学校 学校運動夜間開放事業管理委託 （公社）豊中市シルバー人材センター 市内

91_有人警備（総合管理） 人権平和センター豊中 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額（17,160,000）を参照

人権平和センター螢池 総合管理業務委託 中央警備保障株式会社 市外 業種「01_総合管理」の契約金額（6,477,408）を参照

ルシオーレ 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(11,145,600)を参照

東豊中図書館・ゆたかこども園 総合管理業務委託 ダイイチサービス有限会社 市内 業種「01_総合管理」の契約金額(9,320,400)を参照

旧あゆみ学園 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(10,627,200)を参照

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(41,157,800)を参照

岡町図書館 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(17,236,800)を参照

庄内文化センター 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(14,904,000)を参照

千里文化センターコラボ 総合管理業務委託 (株)アカツキ 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(43,810,370)を参照

野畑図書館 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(20,736,000)を参照

服部図書館・服部介護予防センター 総合管理業務委託 (株)明貢サービスセンター 市内 業種「01_総合管理」の契約金額(7,711,200)を参照

高川複合施設 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(18,286,560)を参照

庄内幸町図書館 総合管理業務委託 （株）FUDO　corporation 市内 業種「01_総合管理」の契約金額(6,642,000)を参照

中央公民館 総合管理業務委託 日本管財（株）大阪本部 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(12,992,918)を参照

庄内保健センター 総合管理業務委託 （株）FUDO　corporation 市内 業種「01_総合管理」の契約金額(8,100,000)を参照

生活情報センターくらしかん 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(13,348,800)を参照

本庁舎 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(91,800,000)を参照

庄内駅前庁舎 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(17,559,900)を参照

92_清掃（総合管理） 人権平和センター豊中 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額（17,160,000）を参照

人権平和センター螢池 総合管理業務委託 中央警備保障株式会社 市外 業種「01_総合管理」の契約金額（6,477,408）を参照

庄本複合施設 総合管理業務委託 ゼネラルメンテナンス(株) 市内 業種「01_総合管理」の契約金額（7,234,272）を参照

ルシオーレ 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(11,145,600)を参照

東豊中図書館・ゆたかこども園 総合管理業務委託 ダイイチサービス有限会社 市内 業種「01_総合管理」の契約金額(9,320,400)を参照

旧あゆみ学園 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(10,627,200)を参照

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(41,157,800)を参照

岡町図書館 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(17,236,800)を参照

庄内文化センター 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(14,904,000)を参照

千里文化センターコラボ 総合管理業務委託 (株)アカツキ 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(43,810,370)を参照

野畑図書館 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(20,736,000)を参照

服部図書館・服部介護予防センター 総合管理業務委託 (株)明貢サービスセンター 市内 業種「01_総合管理」の契約金額(7,711,200)を参照

高川複合施設 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(18,286,560)を参照

庄内幸町図書館 総合管理業務委託 （株）FUDO　corporation 市内 業種「01_総合管理」の契約金額(6,642,000)を参照

中央公民館 総合管理業務委託 日本管財（株）大阪本部 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(12,992,918)を参照

庄内保健センター 総合管理業務委託 （株）FUDO　corporation 市内 業種「01_総合管理」の契約金額(8,100,000)を参照

生活情報センターくらしかん 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(13,348,800)を参照

消防局・北消防署合同庁舎 総合管理業務委託 ゼネラルメンテナンス(株) 市内 業種「01_総合管理」の契約金額(5,443,200)を参照

豊中市役所別館 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(91,800,000)を参照

庄内出張所・庄内市民センター 総合管理業務委託 （株）FUDO　corporation 市内 業種「01_総合管理」の契約金額(6,220,800)を参照

本庁舎 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(91,800,000)を参照

庄内駅前庁舎 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(17,559,900)を参照

93_機械設備管理（総合管理） 人権平和センター豊中 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額（17,160,000）を参照

庄本複合施設 総合管理業務委託 ゼネラルメンテナンス(株) 市内 業種「01_総合管理」の契約金額（7,234,272）を参照

生活情報センターくらしかん 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(13,348,800)を参照

庄内出張所・庄内市民センター 総合管理業務委託 （株）FUDO　corporation 市内 業種「01_総合管理」の契約金額(6,220,800)を参照

旧あゆみ学園 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(10,627,200)を参照

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(41,157,800)を参照

岡町図書館 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(17,236,800)を参照

千里文化センターコラボ 総合管理業務委託 (株)アカツキ 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(43,810,370)を参照

野畑図書館 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(20,736,000)を参照

中央公民館 総合管理業務委託 日本管財（株）大阪本部 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(12,992,918)を参照

本庁舎 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(91,800,000)を参照

94_環境衛生管理（総合管理） 人権平和センター豊中 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額（17,160,000）を参照

庄本複合施設 総合管理業務委託 ゼネラルメンテナンス(株) 市内 業種「01_総合管理」の契約金額（7,234,272）を参照

生活情報センターくらしかん 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(13,348,800)を参照

東豊中図書館・ゆたかこども園 総合管理業務委託 ダイイチサービス有限会社 市内 業種「01_総合管理」の契約金額(9,320,400)を参照

旧あゆみ学園 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(10,627,200)を参照

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(41,157,800)を参照

岡町図書館 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(17,236,800)を参照

庄内文化センター 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(14,904,000)を参照

1 2,621,120¥ 

- -

- -

- -

- -
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

千里文化センターコラボ 総合管理業務委託 (株)アカツキ 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(43,810,370)を参照

野畑図書館 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(20,736,000)を参照

服部図書館・服部介護予防センター 総合管理業務委託 (株)明貢サービスセンター 市内 業種「01_総合管理」の契約金額(7,711,200)を参照

高川複合施設 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(18,286,560)を参照

庄内幸町図書館 総合管理業務委託 （株）FUDO　corporation 市内 業種「01_総合管理」の契約金額(6,642,000)を参照

中央公民館 総合管理業務委託 日本管財（株）大阪本部 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(12,992,918)を参照

消防局・北消防署合同庁舎 総合管理業務委託 ゼネラルメンテナンス(株) 市内 業種「01_総合管理」の契約金額(5,443,200)を参照

豊中市役所別館 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外

本庁舎 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外

95_植木等管理（総合管理） - - 生活情報センターくらしかん 総合管理業務委託 昭和公基(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(13,348,800)を参照

96_交通整理及び自動車駐車

場管理（総合管理）

- - 本庁舎 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(91,800,000)を参照

97_総合案内（総合管理） - - 本庁舎 総合管理業務委託 大都美装(株) 市外 業種「01_総合管理」の契約金額(91,800,000)を参照

100_修繕業務 2,221 340,520,510¥ 克明小学校 豊中市立克明小学校　クロリネーター修理 中尾薬品（株） 市外 21,492

豊中市立克明小学校　本館３階多目的教室錠前交換修繕 （株）かぎテック 市外 37,152

豊中市立克明小学校　レリーズ防火設備修繕 （株）有澤電工社 市内 99,000

豊中市立克明小学校　体育館ステージ球替修繕 （株）きしもと 市内 31,020

豊中市立克明小学校照明器具取替修繕 薮谷電気工事（株） 市内 32,400

単価契約　市立克明小学校　ガラス修繕料（５月２７日）１枚他 中井ガラス店 市内 7,015

豊中市立克明小学校4階音楽室窓ガラス修繕 青野組（有） 市内 514,944

豊中市立克明小学校正門北側土間修繕 青野組（有） 市内 171,180

単価契約　市立克明小学校　ガラス修繕料（7月29日）1枚他 中井ガラス店 市内 7,015

ND-12　レール　ニューデラック　４.0メートル×1　市立克明小学校　カーテンレール インテリアミカ 市内 19,980

単価契約　市立克明小学校　ガラス修繕料（11月11日）1枚他 中井ガラス店 市内 7,145

豊中市立克明小学校下足室前庇竪樋修繕 （株）井上塗装店 市内 130,900

豊中市立克明小学校体育館コンセント修繕 田島電気工事 市内 5,676

単価契約　市立克明小学校　ガラス修繕料（1月10日）1枚他 中井ガラス店 市内 20,715

市内各小学校放課後こどもクラブ　照明器具取替、蛍光ランプ取替　合計48,070円（税込） （株）きしもと 市内 48,070

豊中市立克明小学校4階スタジオ照明修理 田島電気工事 市内 121,000

豊中市立克明小学校屋上高架水槽修繕 （株）井上塗装店 市内 202,400

豊中市立克明小学校体育館女子便所フラッシュ弁取替修理 豊工業(株) 市内 64,900

克明小学校放課後こどもクラブ　床工事　109,450円（税込） （有）ケイアイ 不明 109,450

桜塚小学校 豊中市立桜塚小学校　本館1F階段室防火扉修繕 （有）榊建材店 市外 38,500

豊中市立桜塚小学校　遠隔施錠システム監視モニター調整修理 （株）日本セーフティ 市外 23,868

豊中市立桜塚小学校　3号館男子トイレ洗面器下漏水修理 オーディーエー（株） 市内 62,700

豊中市立桜塚小学校体育館屋根各所漏水修繕 工商会（株） 市内 550,000

市立桜塚小学校　給食配膳室混合水洗修繕 豊工業(株) 市内 125,280

豊中市立桜塚小学校　体育館外部時計設備修理 （株）きしもと 市内 33,156

豊中市立桜塚小学校　体育館　コンセント取替修繕ほか 日研電気（株） 市内 33,963

桜塚小学校放課後こどもクラブ　LEＤ照明器具、施工費　合計21,168円（税込） （株）きしもと 市内 21,168

単価契約　市立桜塚小学校　ガラス修繕料（7月31日）1枚他 井上板ガラス 市内 8,577

豊中市立桜塚小学校放課後こどもクラブ　空調機緊急修繕 田島電気工事 市内 583,200

豊中市立桜塚小学校　保健室コンセント修繕 藤本電業（株） 市内 39,960

豊中市立桜塚小学校1号館3階女子トイレフラッシュバルブ押し棒部取替修理 （有）ダイシン設備 市内 30,240

豊中市立桜塚小学校3号館3階女子便所洗面ポップアップ修理 （有）山田管工 市内 12,744

豊中市立桜塚小学校中庭人孔桝横陥没他修繕 （有）ダイシン設備 市内 79,920

豊中市立桜塚小学校　B校舎１階防火扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 30,240

豊中市立桜塚小学校高架水槽電極修繕 田島電気工事 市内 21,560

市立桜塚小学校　体育館舞台照明修繕 （株）有澤電工社 市内 7,700

豊中市立桜塚小学校　北校舎渡り廊下不良部修繕 工商会（株） 市内 117,260

豊中市立桜塚小学校2号館2階男子便所・3号館1階男子便所各所修繕 オーディーエー（株） 市内 51,700

大池小学校 豊中市立大池小学校　遠隔施錠システム監視モニター交換調整修理 （株）日本セーフティ 市外 55,000

豊中市立大池小学校　プール濾過装置フィルター交換 テラルテクノサービス（株）大阪支店 市外 426,600

大池小学校放課後こどもクラブ　錠前交換修繕　36,465円（税込） （株）かぎテック 市外 36,465

豊中市立大池小学校　5階支援教室5空調設備修繕 （株）きしもと 市内 596,200

豊中市立大池小学校5階旧児童会室空調設備修繕 （株）きしもと 市内 599,500

豊中市立大池小学校ゆめ校舎1階教室床修繕 モリジュウ（株） 市内 537,900

大池小学校放課後こどもクラブ多目的トイレ天井埋込型換気扇取替修理　27,648円（税込） （株）きしもと 市内 27,648

大池小学校放課後こどもクラブ5階照明器具取替修理　23,328円（税込） （株）きしもと 市内 23,328

豊中市立大池小学校外灯不点修理 （株）村上電業社 市内 43,200

市立大池小学校放課後こどもクラブ　5階教室空調機緊急修繕 （株）きしもと 市内 589,680

豊中市立大池小学校1-1組他照明修理 田島電気工事 市内 83,916

市立大池小学校放課後こどもクラブ　空調設備用電源配線緊急修繕 （株）きしもと 市内 193,320

大池コミュニティプラザ　照明修繕　245,160円（税込） 西田電気（株） 市内 245,160

- -

 業種「01_総合管理」の契約金額(91,800,000)を参照
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

豊中市立大池小学校プールサイド目地不良部修繕 工商会（株） 市内 172,800

豊中市立大池小学校　体育館　消防設備修理 （株）きしもと 市内 74,520

豊中市立大池小学校職員室照明器具取替修繕 藤本電業（株） 市内 46,440

大池小学校放課後こどもクラブ第２教室照明器具修理　18,684円（税込） （株）きしもと 市内 18,684

豊中市立大池小学校音楽室窓手摺修繕 （株）小谷工務店 市内 43,200

豊中市立大池小学校　家庭科室扉引戸錠修理 日本サッシ工業（株） 市内 11,880

豊中市立大池小学校1年1組室外機修理 （株）アオイ冷熱 市内 99,846

豊中市立大池小学校プールサイド劣化部補修修繕 工商会（株） 市内 32,400

市立大池小学校　１階給食配膳室流し台扉修繕 （株）オリオン商会 市内 154,000

市立大池小学校　１階給食配膳室流し台サイドパネル修繕 （株）オリオン商会 市内 46,200

豊中市立大池小学校　5階多目的室建具修繕 （株）小谷工務店 市内 78,650

豊中市立大池小学校照明器具修繕(南館1階便所前、1年4組前廊下、1年3組、4年3組) （株）有澤電工社 市内 110,000

豊中市立大池小学校ゆめ校舎1階手洗い場漏水修理 （有）山田管工 市内 48,400

豊中市立大池小学校南館4F女子トイレ土間修繕 （株）中野工務店 市内 121,000

螢池小学校 市立螢池小学校　北館西入口錠前修繕 （株）かぎテック 市外 10,800

豊中市立蛍池小学校　消防設備修理 （株）エリアテック 市外 14,256

豊中市立蛍池小学校　防排煙設備バッテリー修繕 （株）エリアテック 市外 112,200

単価契約　市立螢池小学校　ガラス修繕料（3月31日）2枚他 辻ガラス建材 市内 82,764

豊中市立蛍池小学校管理棟東側階段室漏水修繕 工商会（株） 市内 503,250

豊中市立蛍池小学校6年1組漏水修繕 工商会（株） 市内 311,850

【過年度分】市立螢池小　ガラス修繕料　３枚他 辻ガラス建材 市内 206,215

豊中市立蛍池小学校中庭給水管漏水緊急修理 豊工業(株) 市内 298,080

豊中市立蛍池小学校放課後こどもクラブ　空調機緊急修繕 田島電気工事 市内 598,320

豊中市立蛍池小学校　体育館　消防設備修理 （株）きしもと 市内 37,044

市立螢池小学校　給食調理室排水管、給湯管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 178,200

単価契約　市立蛍池小学校　ガラス修繕料（9月4日）1枚他 辻ガラス建材 市内 25,380

豊中市立蛍池小学校教室床及び棚修繕 ベストサービス（株） 市内 1,078,000

豊中市立蛍池小学校玄関横照明修繕 西田電気（株） 市内 35,200

豊中市立螢池小学校　給食調理室流し台排水管漏水修理 豊工業(株) 市内 71,500

豊中市立蛍池小学校理科室排水管修繕 （有）山田管工 市内 15,730

豊中市立螢池小学校給食室三層水槽衛生設備修繕業務 （株）太陽テック 市内 485,111

豊中市立螢池小学校給食室三連水槽土間修繕業務 （株）森田工務店 市内 432,300

桜井谷小学校 豊中市立桜井谷小学校プール機械　修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 99,360

豊中市立桜井谷小学校体育館前法面フェンス修繕 旭体育施設（株） 市外 147,960

単価契約　市立桜井谷小学校　ガラス修繕料（８月２６日）2枚他 橋本硝子 市外 45,802

豊中市立桜井谷小学校　自動火災報知設備修繕 （株）エリアテック 市外 25,920

豊中市立桜井谷小学校3号館1F防火扉修繕 （有）榊建材店 市外 16,500

桜井谷小学校3号館北側屋外排水管取替修繕 中部工業（株） 市内 273,240

豊中市立桜井谷小学校　プール機械室薬注バルブ修理 豊工業(株) 市内 54,000

豊中市立桜井谷小学校体育館漏水修繕 工商会（株） 市内 292,032

豊中市立桜井谷小学校保健室アルミ窓、網戸取付他 日本サッシ工業（株） 市内 170,640

豊中市立桜井谷小学校1号館理科室給水管出水不良修理 豊工業(株) 市内 297,000

豊中市立桜井谷小学校　レリーフタイル壁ひび割れ他修繕 工商会（株） 市内 112,695

豊中市立桜井谷小学校3階6年2組教室床修繕 （株）小谷工務店 市内 77,000

豊中市立桜井谷小学校プールサイド目地不良部修繕 工商会（株） 市内 99,605

豊中市立桜井谷小学校プール付属棟倉庫屋上防水修繕 工商会（株） 市内 545,105

豊中市立桜井谷小学校外部給水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 431,200

豊中市立桜井谷小学校体育館北側庇部漏水修繕 工商会（株） 市内 279,950

豊中市立桜井谷小学校　照明設備修繕（外灯） （株）きしもと 市内 37,950

熊野田小学校 豊中市立熊野田小学校4-3窓修繕 （有）榊建材店 市外 88,560

豊中市立熊野田小学校下足室扉修繕 （有）榊建材店 市外 129,600

豊中市立熊野田小学校4号館2-4窓修繕 （有）榊建材店 市外 37,400

豊中市立熊野田小学校　4号館2Fローカ窓修繕 （有）榊建材店 市外 584,320

豊中市立熊野田小学校東側渡り廊下SD廻り壁修繕 （株）井上塗装店 市内 74,030

豊中市立熊野田小学校　渡り廊下柱他爆裂修繕 （株）井上塗装店 市内 593,780

市立熊野田小学校和式便器フラッシュバルブ水漏れ修理 ロート・ルーターサービス（株）大阪 市内 46,278

豊中市立熊野田小学校体育館女子便所照明修繕 田島電気工事 市内 20,007

豊中市立熊野田小学校プール槽他不良部修繕 工商会（株） 市内 292,005

単価契約　市立熊野田小学校　ガラス修繕料（７月２４日）１枚他 辻ガラス建材 市内 26,978

豊中市立熊野田小学校体育館天井灯(光補償装置付)修繕 宮城電設工業（株） 市内 381,240

豊中市立熊野田小学校プール付属棟絶縁修繕 日研電気（株） 市内 330,037

豊中市立熊野田小学校 4-2 6-2 教室床修繕 モリジュウ（株） 市内 480,600

豊中市立熊野田小学校プール付属棟女子トイレフラッシュバルブ取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 137,500
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豊中市立熊野田小学校6-3教室床修繕 （株）中野工務店 市内 143,000

豊中市立熊野田小学校プール給水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 154,000

豊中市立熊野田小学校屋外照明修繕 田島電気工事 市内 40,260

単価契約　市立熊野田小学校　ガラス修繕料（７月30日）１枚他 辻ガラス建材 市内 33,652

豊中市立熊野田小学校運動場トラックラインテープ張替修繕 （株）ＵＳスポーツ商会 市内 287,210

豊中市立熊野田小学校プールトイレ給水管取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 466,400

豊中市立熊野田小学校屋上高架水槽修繕 （株）井上塗装店 市内 331,100

豊中市立熊野田小学校4年2組器具修理 （株）八杉電気商会 市内 20,900

豊中市立熊野田小学校体育館ステージ球替修繕 （株）きしもと 市内 20,680

中豊島小学校 豊中市立中豊島小学校　玄関通用口扉修繕 （有）榊建材店 市外 580,250

豊中市立中豊島小学校　1階PTA会議室錠前交換修繕 （株）かぎテック 市外 25,056

豊中市立中豊島小学校　プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 36,720

豊中市立中豊島小学校体育館床修繕 旭体育施設（株） 市外 82,080

中豊島小学校放課後こどもクラブ　ガラス修繕料 豊中硝子（株） 市内 8,984

豊中市立中豊島小学校第2理科室間仕切り修繕 （株）中野工務店 市内 561,000

豊中市立中豊島小学校第二理科室実験台配管撤去修繕 （有）山田管工 市内 70,730

豊中市立中豊島小学校3年1組室内機ドレン配管修理 （株）アオイ冷熱 市内 99,880

豊中市立中豊島小学校1階男子便所水栓金具修繕 ササベ設備（株） 市内 14,080

豊中市立中豊島小学校5-3教室・支援教室棚他修繕 （株）中野工務店 市内 264,000

単価契約　市立中豊島小学校　ガラス修繕料（5月31日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 7,015

豊中市立中豊島小学校職員玄関前コンクリートひび割れ補修 上原建設（株） 市内 105,840

豊中市立中豊島小学校4-2教室床修繕 （株）中野工務店 市内 162,000

豊中市立中豊島小学校PTA会議室漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 84,240

豊中市立中豊島小学校体育館男子便所大便器修理 （有）山田管工 市内 154,008

豊中市立中豊島小学校自火報盤電源切替修繕 田島電気工事 市内 48,400

単価契約　市立中豊島小学校　ガラス修繕料（12月2日） 豊中硝子（株） 市内 21,716

豊中市立中豊島小学校　屋上高架水槽修繕 （株）井上塗装店 市内 271,700

単価契約　市立中豊島小学校　ガラス修繕料（1月30日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 17,806

豊中市立中豊島小学校女子更衣室室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 19,140

単価契約　市立中豊島小学校　ガラス修繕料（2月27日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 32,799

豊島小学校 豊中市立豊島小学校防火扉修繕 （有）榊建材店 市外 361,900

豊中市立豊島小学校　ガス栓取り替え （株）辻中 市内 17,600

豊中市立豊島小学校　2階男子便所天井内排水管修繕 ササベ設備（株） 市内 429,000

豊中市立豊島小学校南校舎外壁剥落跡修繕 工商会（株） 市内 55,000

豊中市立豊島小学校　3階男子トイレカーテン取付修繕 青野組（有） 市内 77,000

豊中市立豊島小学校　北館2F男子トイレ修繕 オーディーエー（株） 市内 59,400

単価契約　豊中市立豊島小学校　ガラス修繕料（5月28日）1枚他 千野硝子建材 市内 52,142

豊島小学校放課後こどもクラブ　照明器具取替修理　19,980円（税込） （株）きしもと 市内 19,980

豊中市立豊島小学校　北校舎２階２年教室前女子便所洋風大便器破損取替修理 豊工業(株) 市内 168,480

豊中市立豊島小学校　北校舎１階６年教室前女子便所和風大便器自動フラッシュ弁取替修理 豊工業(株) 市内 299,160

豊中市立豊島小学校北プール排水溝運動場側排水管詰まり修繕 中部工業（株） 市内 29,700

豊中市立豊島小学校体育館（アリーナ）安定器取替修理 （株）きしもと 市内 41,688

豊中市立豊島小学校フェンス修繕 （株）輝栄建設 市内 599,400

豊中市立豊島小学校　小便器漏水修繕 オーディーエー（株） 市内 56,160

豊中市立豊島小学校給食配膳スロープ部剥落危険部修繕 工商会（株） 市内 156,600

豊中市立豊島小学校　北校舎1階西側女子トイレフラッシュバルブ漏水修理 （有）ダイシン設備 市内 48,600

豊中市立豊島小学校　北館3階廊下手洗水栓出水不良修繕 （有）ダイシン設備 市内 48,600

豊中市立豊島小学校4-1組他照明修繕 田島電気工事 市内 47,455

豊中市立豊島小学校北館3階手洗場給水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 240,624

豊中市立豊島小学校放課後こどもクラブ　空調機緊急修繕 田島電気工事 市内 599,400

豊中市立豊島小学校東校舎南側土間修繕 （株）小谷工務店 市内 34,560

豊中市立豊島小学校家庭科室コンセント盤修繕 田島電気工事 市内 90,200

豊中市立豊島小学校　６－１組他照明修繕 田島電気工事 市内 486,200

豊中市立豊島小学校　消防設備修繕 田島電気工事 市内 116,600

豊中市立豊島小学校北館2階廊下スイッチ修理 田島電気工事 市内 5,940

豊中市立豊島小学校玄関上照明修繕 西田電気（株） 市内 56,100

単価契約　市立豊島小学校　ガラス修繕料（2月4日）1枚他 千野硝子建材 市内 41,514

豊中市立豊島小学校1～3階男子便所洗面排水金物更新修繕 ササベ設備（株） 市内 94,600

豊中市立豊島小学校3-2組照明修理 田島電気工事 市内 27,384

豊中市立豊島小学校東側校舎南側排水管取替修繕 中部工業（株） 市内 341,000

豊中市立豊島小学校屋上高架水槽遮光修繕 （株）井上塗装店 市内 145,200

豊中市立豊島小学校体育館アリーナ・ステージ球替修繕 （株）きしもと 市内 86,680

豊中市立豊島小学校2年3組器具修理 （株）八杉電気商会 市内 23,100
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原田小学校 豊中市立原田小学校本館1階防火扉修繕 （有）榊建材店 市外 108,900

豊中市立原田小学校本館保健室前防火扉修繕 （有）榊建材店 市外 17,280

豊中市立原田小学校　４－１前ローカ他防火扉修繕 （有）榊建材店 市外 32,400

豊中市立原田小学校本館2F西階段防火扉修繕 （有）榊建材店 市外 22,000

豊中市立原田小学校　本館3F音楽室窓修繕 （有）榊建材店 市外 30,250

豊中市立原田小学校3F学習室窓修繕 （有）榊建材店 市外 185,020

豊中市立原田小学校各教室床修繕 （株）小谷工務店 市内 90,200

豊中市立原田小学校自動火災報知設備感知器取替修理 （有）ユタカ防災 市内 29,700

豊中市立原田小学校　2階女子便所フラッシュ弁取替修理 豊工業(株) 市内 99,360

豊中市立原田小学校　1階男子便所天井内排水管漏水修理 豊工業(株) 市内 83,160

単価契約　市立原田小学校　ガラス修繕料(5月29日)　1枚他 中井ガラス店 市内 32,222

豊中市立原田小学校学校外周側溝修繕 中部工業（株） 市内 10,800

豊中市立原田小学校　本館３階女子便所和風大便器漏水取替修理 豊工業(株) 市内 399,600

原田小学校放課後こどもクラブ　照明器具修理　68,040円（税込） （株）きしもと 市内 68,040

豊中市立原田小学校体育館東側階段修繕 中部工業（株） 市内 87,480

豊中市立原田小学校プールサイド他不良部修繕 工商会（株） 市内 157,896

市立原田小学校　照明設備修繕（給食配膳室） （株）きしもと 市内 37,584

豊中市立原田小学校　給食室廊下出入口網戸修繕 （株）小谷工務店 市内 64,800

豊中市立原田小学校本館2階西側女子トイレフラッシュバルブ漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 23,760

豊中市立原田小学校プールサイド成形伸縮目地修繕 （株）井上塗装店 市内 54,000

豊中市立原田小学校　体育館女子便所フラッシュ弁取替修理 豊工業(株) 市内 99,360

単価契約　市立原田小学校　ガラス修繕料（8月26日）1枚他 中井ガラス店 市内 87,622

豊中市立原田小学校体育館系統止水弁不良取替修理 豊工業(株) 市内 198,000

豊中市立原田小学校外国語教室照明スイッチ修繕 江口電気工業（株） 市内 9,130

単価契約　市立原田小学校　ガラス修繕料(12月11日)　1枚他 中井ガラス店 市内 10,067

豊中市立原田小学校屋内消火栓ポンプカバー破損修理 豊工業(株) 市内 57,200

豊中市立原田小学校本館2階東女子トイレ便器廻り修繕 （株）小谷工務店 市内 26,950

豊中市立原田小学校西館階段通路コンクリート破損修繕 中部工業（株） 市内 70,400

豊中市立原田小学校教職員便所シャフト及び外部給水管漏水緊急修理 豊工業(株) 市内 385,000

単価契約　市立原田小学校　ガラス修繕料(2月19日)　1枚他 中井ガラス店 市内 36,443

豊中市立原田小学校本館1階東防火戸天井修繕 （株）小谷工務店 市内 23,100

小曽根小学校 豊中市立小曽根小学校体育館床塗装修繕 旭体育施設（株） 市外 599,500

豊中市立小曽根小学校プール機械修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 270,000

豊中市立小曽根小学校プール機械ポンプ修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 99,360

豊中市立小曽根小学校2階支援教室洗面台設置修繕 （有）ダイシン設備 市内 209,000

豊中市立小曽根小学校屋内消火栓設備取付修理 （有）ユタカ防災 市内 16,170

豊中市立小曽根小学校2年1組及び多目的室室内機ドレンアップキット増設修繕 （株）アオイ冷熱 市内 196,680

単価契約　豊中市立小曽根小学校　ガラス修繕料（6月24日） 千野硝子建材 市内 77,695

豊中市立小曽根小学校　3年1組照明器具修繕 （株）有澤電工社 市内 29,160

豊中市立小曽根小学校　体育館　消防設備修理 （株）きしもと 市内 37,044

豊中市立小曽根小学校3階多機能トイレセンサー修繕 藤本電業（株） 市内 42,900

豊中市立小曽根小学校グランド給水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 88,000

豊南小学校 豊中市立豊南小学校防火扉修繕 （有）榊建材店 市外 143,000

豊中市立豊南小学校図書室前防火扉修繕 （有）榊建材店 市外 321,200

単価契約　市立豊南小学校　ガラス修繕料（3月19日）1枚他 中井ガラス店 市内 33,316

豊中市立豊南小学校　給食配膳室照明設備修繕 薮谷電気工事（株） 市内 429,000

豊中市立豊南小学校自動火災報知設備感知器取替修理 （有）ユタカ防災 市内 38,720

豊中市立豊南小学校屋上高架水槽修繕 （株）井上塗装店 市内 111,100

豊中市立豊南小学校給食配膳室設備修繕 （有）山田管工 市内 180,290

豊中市立豊南小学校　給食配膳室電気設備整備修繕 薮谷電気工事（株） 市内 350,900

豊中市立豊南小学校水飲み場水栓取替修理 豊工業(株) 市内 22,680

豊南小学校放課後こどもクラブ入口屋根・壁修繕　140,400円（税込） （株）中野工務店 市内 140,400

豊中市立豊南小学校機械室南面外壁剥落危険部修繕 工商会（株） 市内 550,800

豊中市立豊南小学校洗面器排水管修繕 オーディーエー（株） 市内 32,400

豊中市立豊南小学校　PTA室外機修理 （株）アオイ冷熱 市内 74,412

豊中市立豊南小学校給食配膳室パンラック修繕 勝部建設（株） 市内 599,400

豊中市立豊南小学校体育館前会所蓋取替修繕 中部工業（株） 市内 99,900

豊中市立豊南小学校渡り廊下土間段差修繕 中部工業（株） 市内 75,600

豊中市立豊南小学校1階廊下収納棚修繕 勝部建設（株） 市内 599,400

豊中市立豊南小学校3年1組室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 94,932

豊中市立豊南小学校放送室空調機修理 （株）アオイ冷熱 市内 93,474

豊中市立豊南小学校南校舎北側会所取替修繕 中部工業（株） 市内 99,360

単価契約　市立豊南小学校　ガラス修繕料（9月17日） 中井ガラス店 市内 5,760
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豊中市立豊南小学校5年1組室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 92,340

豊中市立豊南小学校6年2組室外機修理 （株）アオイ冷熱 市内 92,136

豊中市立豊南小学校階段手摺修繕 （株）中野工務店 市内 55,000

豊中市立豊南小学校1-1組黒板灯修繕 田島電気工事 市内 99,000

豊中市立豊南小学校ﾌﾟｰﾙ給水ﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾟｯｷﾝ取替修繕 豊中市上下水道事業管理者 市内 32,485

豊中市立豊南小学校消火補給水槽チャッキ弁修繕 オーディーエー（株） 市内 110,000

豊中市立豊南小学校給食配膳室壁修繕 （有）オクト建築工房 市内 836,000

豊中市立豊南小学校プールサイド給水配管漏水修繕 ササベ設備（株） 市内 238,700

単価契約　市立豊南小学校　ガラス修繕料（12月24日）1枚他 中井ガラス店 市内 7,205

豊中市立豊南小学校　保健室カラン修繕 オーディーエー（株） 市内 23,650

豊中市立豊南小学校1年1組室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 24,420

豊中市立豊南小学校職員室室外機修理 （株）アオイ冷熱 市内 99,660

単価契約　市立豊南小学校　ガラス修繕料（3月6日）2枚他 中井ガラス店 市内 54,181

豊中市立豊南小学校給食配膳室天井修繕 （有）オクト建築工房 市内 968,000

上野小学校 豊中市立上野小学校玄関扉修繕 （有）榊建材店 市外 42,900

豊中市立上野小学校　遠隔施錠システム電気錠移設調整修理 （株）日本セーフティ 市外 135,300

豊中市立上野小学校玄関扉修繕 （有）榊建材店 市外 29,160

豊中市立上野小学校校舎東側フェンス修繕 旭体育施設（株） 市外 199,800

豊中市立上野小学校多目的教室床修繕 旭体育施設（株） 市外 383,900

単価契約　市立上野小学校　ガラス修繕料(3月23日)　1枚　他 豊中硝子（株） 市内 27,436

豊中市立上野小学校プールシャワー給水漏水修理 （有）山田管工 市内 40,700

豊中市立上野小学校高圧受変電設備修繕 日研電気（株） 市内 573,100

豊中市立上野小学校体育館裏法面修繕 青野組（有） 市内 400,675

豊中市立上野小学校2F・3F各教室床修繕 モリジュウ（株） 市内 315,360

豊中市立上野小学校東館高架水槽電極BOX修繕 日研電気（株） 市内 51,700

単価契約　市立上野小学校　ガラス修繕料(4月9日)　1枚　他 豊中硝子（株） 市内 37,802

単価契約　市立上野小学校　ガラス修繕料(5月27日)　1枚　他 豊中硝子（株） 市内 22,429

上野小学校放課後こどもクラブ　ガラス修繕料 豊中硝子（株） 市内 12,204

豊中市立上野小学校本館3階男子便所ダクトファン修繕 田島電気工事 市内 59,940

単価契約　市立上野小学校　ガラス修繕料(7月3日)　1枚　他 豊中硝子（株） 市内 12,428

豊中市立上野小学校　照明器具修繕 （株）有澤電工社 市内 24,840

上野小学校放課後こどもクラブ　ガラス修繕料 豊中硝子（株） 市内 21,265

豊中市立上野小学校　東館3階音楽室扉修繕 （株）小谷工務店 市内 53,460

豊中市立上野小学校プール塗装修繕 （株）井上塗装店 市内 536,760

上野小学校放課後こどもクラブ　ガラス修繕料 豊中硝子（株） 市内 26,773

豊中市立上野小学校保健室児童用洗面台及び足洗台設置 豊工業(株) 市内 432,000

単価契約　市立上野小学校　ガラス修繕料（８月２７日）１枚他 豊中硝子（株） 市内 11,160

豊中市立上野小学校3年1組扉修繕他 （株）小谷工務店 市内 99,360

上野小学校放課後こどもクラブ第２教室電源配線修理　116,640円（税込） （株）きしもと 市内 116,640

豊中市立上野小学校東館3階男子トイレハイタンク漏水修理 （有）山田管工 市内 28,512

豊中市立上野小学校本館2階女子トイレフラッシュバルブ漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 78,840

豊中市立上野小学校図書室漏水修繕 工商会（株） 市内 183,600

豊中市立上野小学校図工室人研ぎ流し給水管修繕 （有）ダイシン設備 市内 232,200

豊中市立上野小学校体育館天井灯(光補償装置付)修繕 （株）有澤電工社 市内 356,400

豊中市立上野小学校保健室ｽﾁｰﾙ窓、網戸取付他 日本サッシ工業（株） 市内 147,960

豊中市立上野小学校本館2階西側男子トイレ小便器漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 30,800

豊中市立上野小学校2階分電盤ブレーカー取替修繕 田島電気工事 市内 45,100

単価契約　市立上野小学校　ガラス修繕料（10月29日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 5,867

豊中市立上野小学校外部北門階段手摺修繕 （株）中野工務店 市内 220,000

市立上野小学校　第二図工室及東館2階廊下照明器具修繕 （株）有澤電工社 市内 49,500

単価契約　市立上野小学校　ガラス修繕料(11月15日)　1枚　他 豊中硝子（株） 市内 9,121

単価契約　市立上野小学校　ガラス修繕料（12月19日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 10,995

豊中市立上野小学校　本館２階女子便所便器取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 484,000

豊中市立上野小学校体育館鉄扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 50,600

豊中市立上野小学校2階女子トイレブース修繕他 （株）小谷工務店 市内 271,700

豊中市立上野小学校本館3階女子便所便器取替、他修繕 （有）ダイシン設備 市内 360,800

豊中市立上野小学校1-5組黒板灯修理 田島電気工事 市内 99,550

豊中市立上野小学校体育館裏通路コンクリート土間修繕 中部工業（株） 市内 84,700

単価契約　市立上野小学校　ガラス修繕料（2月19日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 12,658

豊中市立上野小学校東側法面修繕 （株）小谷工務店 市内 99,000

豊中市立上野小学校3階女子トイレフラッシュバルブ取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 99,000

豊中市立上野小学校屋上高架水槽遮光修繕 （株）井上塗装店 市内 133,100

上野小学校放課後こどもクラブ　床工事　286,550円（税込） （有）ケイアイ 不明 286,550
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南桜塚小学校 豊中市立南桜塚小学校　プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 36,720

豊中市立南桜塚小学校屋内消火栓設備取付修理 （有）ユタカ防災 市内 16,170

豊中市立南桜塚小学校4年2組出入口修繕 （株）小谷工務店 市内 77,110

豊中市立南桜塚小学校渡り廊下ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｶﾊﾞｰ修繕 （株）小谷工務店 市内 22,680

豊中市立南桜塚小学校南門門扉修繕 （株）小谷工務店 市内 24,300

豊中市立南桜塚小学校　体育館女子便所手洗器排水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 43,200

豊中市立南桜塚小学校配膳室スロープ土間修繕 （株）中野工務店 市内 95,040

豊中市立南桜塚小学校　2-5組照明修繕 田島電気工事 市内 23,727

豊中市立南桜塚小学校各教室床修繕 （株）小谷工務店 市内 488,160

豊中市立南桜塚小学校1階1年2組前廊下手洗場流し漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 183,600

豊中市立南桜塚小学校南館外部ドレン管修理 （有）山田管工 市内 19,980

豊中市立南桜塚小学校1F手洗い前床修繕 （株）中野工務店 市内 97,200

豊中市立南桜塚小学校　体育館　消防設備修理 （株）きしもと 市内 37,044

豊中市立南桜塚小学校階段土間点字タイル設置修繕 中部工業（株） 市内 297,000

豊中市立南桜塚小学校プールバルブ修理 （有）山田管工 市内 132,192

豊中市立南桜塚小学校本館3階男子トイレ手洗水栓取り換え修繕 （有）ダイシン設備 市内 209,000

豊中市立南桜塚小学校体育館女子トイレ真中和風便器給水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 38,500

豊中市立南桜塚小学校体育館前給水管漏水修理 （有）山田管工 市内 295,460

単価契約　市立南桜塚小学校　ガラス修繕料（3月13日）1枚他 井上板ガラス 市内 70,048

単価契約　市立南桜塚小学校　ガラス修繕料（3月31日）2枚他 井上板ガラス 市内 31,149

新田小学校 単価契約　市立新田小学校　ガラス修繕料(５月３０日)１枚他 橋本硝子 市外 56,311

豊中市立新田小学校　体育館舞台袖入口錠前交換修繕 （株）かぎテック 市外 18,036

豊中市立新田小学校消防設備修理 （株）エリアテック 市外 86,400

豊中市立新田小学校体育倉庫扉修繕 （有）榊建材店 市外 43,450

豊中市立新田小学校校長室・職員室室外機修繕 ケイラインエンジニアリング（株）　茨木事業所 市外 96,624

豊中市立新田小学校におけるガス管修理 大阪瓦斯（株）ネットワークカンパニー　北東部導管部 市外 210,100

単価契約　市立新田小学校　ガラス修繕料(2月4日)１枚 橋本硝子 市外 9,900

単価契約　市立新田小学校　ガラス修繕料(2月17日)１枚 橋本硝子 市外 4,620

豊中市立新田小学校2階階段室シャッター用煙感知器修繕 （株）エリアテック 市外 43,560

豊中市立新田小学校階段灯修理 （株）八杉電気商会 市内 92,400

豊中市立新田小学校東館3階エキスパンション壁面修繕 （株）小谷工務店 市内 97,900

豊中市立新田小学校消火逆止弁取替修繕 （有）山田管工 市内 53,900

豊中市立新田小学校支援学級カーテン設置修繕 青野組（有） 市内 138,050

豊中市立新田小学校　1階1年2組空調設備修繕 （株）きしもと 市内 598,400

新田小学校放課後こどもクラブ　カーテンレール修繕　132,300円（税込） （株）小谷工務店 市内 132,300

豊中市立新田小学校給食配膳室屋上防水層不良部修繕 工商会（株） 市内 178,200

豊中市立新田小学校ポケットルーム床修繕 青野組（有） 市内 147,960

豊中市立新田小学校4階支援学級間仕切り修繕 （株）小谷工務店 市内 599,400

豊中市立新田小学校プール散水栓漏水修理 （有）山田管工 市内 15,444

豊中市立新田小学校3階支援学級間仕切り修繕 （株）小谷工務店 市内 598,320

豊中市立新田小学校理科室側溝防水修繕 工商会（株） 市内 224,640

豊中市立新田小学校　運動場電源ボックス修繕 西田電気（株） 市内 21,600

豊中市立新田小学校印刷室照明修繕 西田電気（株） 市内 97,200

豊中市立新田小学校1階手摺り修繕 （株）小谷工務店 市内 47,300

豊中市立新田小学校受水槽給水管修理 （有）山田管工 市内 250,360

豊中市立新田小学校外部埋設給水管修理 （有）山田管工 市内 255,200

豊中市立新田小学校6-2教室入口レール修繕 （株）中野工務店 市内 52,800

豊中市立新田小学校屋外階段手摺修繕 （株）中野工務店 市内 291,500

豊中市立新田小学校職員玄関鉄扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 23,100

庄内小学校 豊中市立庄内小学校冷温水機真空洩れ補修修繕 川重冷熱工業（株）西日本支社 市外 378,000

豊中市立庄内小学校　プール給水管漏水緊急修理 豊工業(株) 市内 297,000

豊中市立庄内小学校プール修繕 （株）井上塗装店 市内 72,900

豊中市立庄内小学校機械室照明修繕 田島電気工事 市内 13,078

単価契約　市立庄内小学校　ガラス修繕料（11月14日）シリコンコーキング他 中井ガラス店 市内 12,892

庄内南小学校 豊中市立庄内南小学校遠隔施錠システムインターホン調整修理 （株）日本セーフティ 市外 127,050

豊中市立庄内南小学校体育館床修繕 旭体育施設（株） 市外 99,550

豊中市立庄内南小学校1年教室アルミ窓網戸取付他修理 日本サッシ工業（株） 市内 167,200

豊中市立庄内南小学校1階男子便所小便器漏水修理 （有）山田管工 市内 29,040

市立庄内南小学校放課後こどもクラブ 空調設備配管修理 （株）きしもと 市内 197,856

豊中市立庄内南小学校西校舎屋上漏水修繕 工商会（株） 市内 298,620

豊中市立庄内南小学校北校舎テラス破損箇所修繕 中部工業（株） 市内 79,920

豊中市立庄内南小学校3F廊下手摺修繕 （株）中野工務店 市内 48,600

豊中市立庄内南小学校渡り廊下上裏剥落危険部撤去修繕 工商会（株） 市内 221,076

32



対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

豊中市立庄内南小学校プール塗装修繕 工商会（株） 市内 599,400

豊中市立庄内南小学校体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 113,832

豊中市立庄内南小学校給食室屋根修繕 （株）小谷工務店 市内 281,880

豊中市立庄内南小学校音楽室天井修繕 （株）小谷工務店 市内 39,050

豊中市立庄内南小学校2階図工室前手洗い場排水管詰まり修繕 中部工業（株） 市内 85,800

豊中市立庄内南小学校倉庫内照明修繕 田島電気工事 市内 23,650

豊中市立庄内南小学校西校舎外壁剥落危険部撤去修繕 工商会（株） 市内 599,500

豊中市立庄内南小学校グランド整地修繕 青野組（有） 市内 92,400

豊中市立庄内南小学校防火扉レリーズ修繕 田島電気工事 市内 94,600

豊中市立庄内南小学校2F多目的教室他不点修理 （株）八杉電気商会 市内 41,800

豊中市立庄内南小学校西校舎下足室前壁面剥落危険部修繕 工商会（株） 市内 280,500

豊中市立庄内南小学校消防点検修繕 （有）ダイシン設備 市内 236,500

豊中市立庄内南小学校職員室前花壇石垣修繕 中部工業（株） 市内 69,850

豊中市立庄内南小学校体育館スチール引違窓他修理 日本サッシ工業（株） 市内 218,900

豊中市立庄内南小学校廊下床修繕 （株）中野工務店 市内 121,000

豊中市立庄内南小学校西館系統NO1揚水ポンプ修理 （有）山田管工 市内 598,400

豊中市立庄内南小学校廊下灯修理 （株）八杉電気商会 市内 40,700

豊中市立庄内南小学校2年1組教室床他修繕 （株）小谷工務店 市内 137,500

庄内南小学校放課後こどもクラブ　ガラスフィルム施工　32,400円（税込） （有）ケイアイ 不明 32,400

庄内南小学校放課後こどもクラブ　床工事　196,185円（税込） （有）ケイアイ 不明 196,185

庄内西小学校 豊中市立庄内西小学校　本館防火扉修繕 （有）榊建材店 市外 190,300

豊中市立庄内西小学校管理棟3階廊下漏水他修繕 工商会（株） 市内 263,450

豊中市立庄内西小学校　機械室建具修繕 （株）中野工務店 市内 40,500

庄内西小学校放課後こどもクラブ　柔道畳表替10枚　91,800円（税込） （有）おおかわ 市内 91,800

庄内西小学校放課後子どもクラブ　柔道畳表替　91,800円（税込） （有）おおかわ 市内 91,800

豊中市立庄内西小学校西校舎屋上漏水修繕 工商会（株） 市内 296,136

豊中市立庄内西小学校吸収式用冷却水ポンプモーター整備他修理 豊工業(株) 市内 462,240

豊中市立庄内西小学校各教室床修繕 （株）小谷工務店 市内 140,400

豊中市立庄内西小学校職員室他照明修繕 田島電気工事 市内 78,483

豊中市立庄内西小学校　特別棟2階西側トイレ前手洗い水栓漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 29,700

豊中市立庄内西小学校プール男子便所SK漏水修繕 オーディーエー（株） 市内 38,500

豊中市立庄内西小学校西校舎備蓄倉庫漏水修繕 工商会（株） 市内 352,000

豊中市立庄内西小学校特別棟1階女子トイレ天井修繕 青野組（有） 市内 147,400

豊中市立庄内西小学校6年1組及び事務室器具修理 （株）八杉電気商会 市内 60,500

豊中市立庄内西小学校北東側門扉修繕 （株）輝栄建設 市内 220,000

野田小学校 豊中市立野田小学校東館防火扉修繕 （有）榊建材店 市外 408,100

豊中市立野田小学校　6年2組空調室内機ドレンパン取替修繕 ケイラインエンジニアリング（株）　茨木事業所 市外 34,819

豊中市立野田小学校　本館3階中央男子トイレ個室扉修繕 （株）かぎテック 市外 39,873

豊中市立野田小学校東館出入口扉修繕 （有）榊建材店 市外 19,980

市立野田小学校　本館２階配膳室シャッター錠交換修繕 （株）かぎテック 市外 21,060

豊中市立野田小学校　体育館グレモンハンドル交換修繕 （株）かぎテック 市外 38,556

豊中市立野田小学校3F図書室前廊下窓修繕 （有）榊建材店 市外 28,600

豊中市立野田小学校体育館正面玄関シリンダー交換他 （株）かぎテック 市外 56,232

豊中市立野田小学校におけるガス栓修理 大阪瓦斯（株）ネットワークカンパニー　北東部導管部 市外 6,864

豊中市立野田小学校2階4-1・4-2(教室)室外機修繕 ケイラインエンジニアリング（株）　茨木事業所 市外 147,851

野田小学校放課後こどもクラブ　ガラス修繕料　ガラス移動修正16,500円（税込）は手数料で執行 中井ガラス店 市内 78,958

豊中市立野田小学校東館3階新音楽室他床修繕 （株）中野工務店 市内 595,100

豊中市立野田小学校支援学級カーテン設置修繕 青野組（有） 市内 268,400

豊中市立野田小学校屋上高架水槽修繕 （株）井上塗装店 市内 163,900

豊中市立野田小学校3号館(東館)防排煙設備修繕 （株）有澤電工社 市内 591,800

豊中市立野田小学校　レリーズ防火設備修繕 （株）有澤電工社 市内 99,000

豊中市立野田小学校東館2階便所2ヶ所修繕 （有）山田管工 市内 53,460

豊中市立野田小学校3階女子ﾄｲﾚ掃除具入れ扉修繕 （株）小谷工務店 市内 19,440

豊中市立野田小学校　PAS,LA接地修繕 日研電気（株） 市内 62,218

豊中市立野田小学校受水槽ボールタップ取替緊急修繕 （有）ダイシン設備 市内 173,880

豊中市立野田小学校プールコンセント修繕 田島電気工事 市内 5,508

豊中市立野田小学校体育館漏水修繕 工商会（株） 市内 468,720

豊中市立野田小学校プール修繕 （株）井上塗装店 市内 597,348

豊中市立野田小学校3階男子便所自動小便フラッシュバルブ修繕 オーディーエー（株） 市内 183,600

豊中市立野田小学校体育館漏水修繕 工商会（株） 市内 273,240

豊中市立野田小学校体育館屋根不良部修繕 工商会（株） 市内 290,088

豊中市立野田小学校プール前道路アスファルトブロック修繕 中部工業（株） 市内 40,500

豊中市立野田小学校各所小便自動洗浄フラッシュバルブ修繕 オーディーエー（株） 市内 334,800
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豊中市立野田小学校体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 74,628

単価契約　市立野田小学校　ガラス修繕料（10月8日）1枚他 中井ガラス店 市内 10,472

豊中市立野田小学校東館3階机椅子倉庫不良部修繕 （株）中野工務店 市内 117,700

豊中市立野田小学校体育館アリーナ球替 （株）きしもと 市内 77,440

豊中市立野田小学校1F及びプール男子トイレブース修繕 （株）中野工務店 市内 96,800

豊中市立野田小学校コミュニティールーム空調機配管設置修繕 （有）山田管工 市内 590,150

豊中市立野田小学校コミュニティールーム空調電源設備増設修繕 江口電気工業（株） 市内 572,000

豊中市立野田小学校　防火水槽修繕 （株）井上塗装店 市内 570,350

豊中市立野田小学校旧音楽室空調機配管設置修繕 （有）山田管工 市内 599,280

豊中市立野田小学校本館西防火扉配線他修繕 田島電気工事 市内 170,500

豊中市立野田小学校東館PTA準備室他修繕 （株）中野工務店 市内 599,940

豊中市立野田小学校旧音楽教室空調電源設備増設修繕 江口電気工業（株） 市内 572,000

豊中市立野田小学校東館2階3階便所小便器漏水修繕 （有）山田管工 市内 390,060

豊中市立野田小学校2階男子トイレ洋風大便器フラッシュ修繕 オーディーエー（株） 市内 253,000

豊中市立野田小学校照明設備修繕(音楽室) （株）きしもと 市内 53,900

豊中市立野田小学校普通教室等内装ボード材修繕 （株）中野工務店 市内 599,940

豊中市立野田小学校東校舎EXP部漏水修繕 工商会（株） 市内 93,500

豊中市立野田小学校音楽室照明器具修理 （株）八杉電気商会 市内 48,400

野田小学校放課後こどもクラブ　床工事　183,755円（税込） （有）ケイアイ 不明 183,755

島田小学校 豊中市立島田小学校　遠隔施錠システム電気錠調整修理 （株）日本セーフティ 市外 58,104

豊中市立島田小学校中央渡り階段落下防止ネット設置修繕 旭体育施設（株） 市外 599,400

豊中市立島田小学校中央渡り階段手摺修繕 旭体育施設（株） 市外 169,560

単価契約　市立島田小学校　ガラス修繕料(6月14日)　1枚他 中井ガラス店 市内 65,845

豊中市立島田小学校　プールサイド不良部修繕 工商会（株） 市内 41,040

単価契約　市立島田小学校　ガラス修繕料（7月10日）1枚他 中井ガラス店 市内 72,813

豊中市立島田小学校LANケーブル改修(事務室) （株）きしもと 市内 98,280

単価契約　市立島田小学校　ガラス修繕料（9月25日）1枚他 中井ガラス店 市内 71,763

単価契約　市立島田小学校　ガラス修繕料　(9月25日)　1枚他 中井ガラス店 市内 26,714

市立島田小学校給食調理室（配膳室）床ひび割れ修繕 工商会（株） 市内 77,000

単価契約　市立島田小学校　ガラス修繕料　(12月4日)　1枚他 中井ガラス店 市内 27,209

豊中市立島田小学校体育館・北校舎消防設備修理 （株）きしもと 市内 53,130

千成小学校 豊中市立千成小学校におけるガス栓修理 大阪瓦斯（株）ネットワークカンパニー　北東部導管部 市外 6,292

豊中市立千成小学校プールテント修繕 旭体育施設（株） 市外 599,400

豊中市立千成小学校体育館床修繕 旭体育施設（株） 市外 124,200

豊中市立千成小学校プール機械修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 99,360

豊中市立千成小学校　遠隔施錠システム監視カメラ交換調整修理 （株）日本セーフティ 市外 132,110

豊中市立千成小学校1階家庭科室排水修繕 ササベ設備（株） 市内 34,650

豊中市立千成小学校消火ポンプ修繕 （有）山田管工 市内 143,000

千成小学校放課後こどもクラブ　畳本間表替18枚　95,256円（税込） （有）おおかわ 市内 95,256

豊中市立千成小学校　4F廊下スイッチ取替修繕 日研電気（株） 市内 7,560

豊中市立千成小学校　プール入口上部格子天井補強修繕 （株）中野工務店 市内 45,360

千成小学校放課後こどもクラブ　空調機ドレン管配管水漏れ修繕　36,720円（税込） 田島電気工事 市内 36,720

豊中市立千成小学校プール槽修繕 工商会（株） 市内 597,240

豊中市立千成小学校プール附属棟壁及び土間修繕 （株）中野工務店 市内 324,000

豊中市立千成小学校放課後こどもクラブ　空調機緊急修繕 田島電気工事 市内 297,000

豊中市立千成小学校EXP･J部剥落修繕 工商会（株） 市内 129,600

豊中市立千成小学校玄関庇他不良部修繕 工商会（株） 市内 190,188

豊中市立千成小学校渡り廊下横側溝修繕 中部工業（株） 市内 72,360

豊中市立千成小学校本館3階男子トイレ漏水修理 （有）ダイシン設備 市内 242,000

豊中市立千成小学校高効率室外機修理 （株）アオイ冷熱 市内 597,960

豊中市立千成小学校廊下EXP.J修繕 （株）中野工務店 市内 143,000

豊中市立千成小学校キュービクル内消火ポンプ設備配線修繕 田島電気工事 市内 44,000

豊中市立千成小学校本館4階西手洗場排水管修繕 （有）ダイシン設備 市内 188,100

単価契約　市立千成小学校　ガラス修繕料（12月5日）1枚他 中井ガラス店 市内 5,214

豊中市立千成小学校3階東側男子便所洋風大便器破損修理 豊工業(株) 市内 183,700

北丘小学校 単価契約　豊中市立北丘小学校　ガラス修繕料（5月21日）　1枚 橋本硝子 市外 10,584

豊中市立北丘小学校　自動火災報知設備感知器修繕 （株）エリアテック 市外 28,080

単価契約　市立北丘小学校　ガラス修繕料（６月７日）２枚 橋本硝子 市外 21,168

豊中市立北丘小学校プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 25,920

豊中市立北丘小学校における　支援教室のガス漏れ修繕 大阪瓦斯（株）ネットワークカンパニー　北東部導管部 市外 2,991

単価契約　市立北丘小学校　ガラス修繕料（9月20日）1枚 橋本硝子 市外 12,204

単価契約　市立北丘小学校　ガラス修繕料（10月11日）1枚 橋本硝子 市外 10,780

単価契約　市立北丘小学校　ガラス修繕料（9月11日）1枚 橋本硝子 市外 10,584
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市立北丘小学校　体育館ステージ内左側外部出入口錠前交換修繕 （株）かぎテック 市外 27,500

単価契約　市立北丘小学校　ガラス修繕料（12月10日） 橋本硝子 市外 32,769

単価契約　市立北丘小学校　ガラス修繕料（3月3日）1枚 橋本硝子 市外 10,780

豊中市立北丘小学校1年2組他床修繕 工商会（株） 市内 99,000

豊中市立北丘小学校3号館1階東端教室照明器具修繕 （株）有澤電工社 市内 83,600

豊中市立北丘小学校北館分電盤ブレーカー取替修理 田島電気工事 市内 156,600

豊中市立北丘小学校高圧設備修繕 日研電気（株） 市内 414,720

豊中市立北丘小学校　北館1階天井修繕 （株）小谷工務店 市内 99,360

豊中市立北丘小学校5-1組照明修繕 田島電気工事 市内 26,676

豊中市立北丘小学校体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 37,044

豊中市立北丘小学校　外壁剥落危険部撤去修繕 工商会（株） 市内 143,000

豊中市立北丘小学校　北門人研流し水栓撤去修繕 （有）ダイシン設備 市内 67,100

北丘小学校放課後こどもクラブ　床工事　220,590円（税込） （有）ケイアイ 不明 220,590

東丘小学校 豊中市立東丘小学校　遠隔施錠システム監視モニター調整修理 （株）日本セーフティ 市外 23,868

豊中市立東丘小学校遠隔施錠システム監視カメラ交換調整修理 （株）日本セーフティ 市外 125,400

豊中市立東丘小学校女子更衣室間仕切り修繕他 （株）小谷工務店 市内 273,240

豊中市立東丘小学校中新館2階女子トイレ汚水管修理 豊工業(株) 市内 388,800

単価契約　豊中市立東丘小学校　ガラス修繕料（５月31日）1枚 豊中硝子（株） 市内 13,932

単価契約　市立東丘小学校　ガラス修繕料（6月25日） 豊中硝子（株） 市内 13,733

豊中市立東丘小学校　プール用給水管漏水緊急修理 豊工業(株) 市内 98,280

豊中市立東丘小学校郷土資料室照明器具取替修繕 藤本電業（株） 市内 92,880

単価契約　市立東丘小学校　ガラス修繕料（８月２９日）１枚他 豊中硝子（株） 市内 44,550

豊中市立東丘小学校ブロック塀撤去に伴う配管配線修繕 薮谷電気工事（株） 市内 62,640

単価契約　市立東丘小学校　ガラス修繕料（9月4日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 21,321

単価契約　市立東丘小学校　ガラス修繕料（10月7日） 豊中硝子（株） 市内 13,987

東丘小学校放課後こどもクラブ　空調機緊急修繕　297,000円（税込） （株）きしもと 市内 297,000

単価契約　市立東丘小学校　ガラス修繕料（10月29日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 18,499

単価契約　市立東丘小学校　ガラス修繕料（10月30日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 12,658

豊中市立東丘小学校止水栓取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 596,200

単価契約　市立東丘小学校　ガラス修繕料　（12月4日）1枚 豊中硝子（株） 市内 14,190

単価契約　市立東丘小学校　ガラス修繕料　（12月11日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 37,545

単価契約　市立東丘小学校　ガラス修繕料　（1月14日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 18,499

豊中市立東丘小学校消火ポンプ点検修繕 （有）ダイシン設備 市内 599,940

豊中市立東丘小学校消火ポンプチャッキ弁取替他修繕 （有）ダイシン設備 市内 181,500

単価契約　市立東丘小学校　ガラス修繕料　（3月2日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 18,084

豊中市立東丘小学校渡り廊下部給水管漏水緊急応急修理 豊工業(株) 市内 495,000

単価契約　市立東丘小学校　ガラス修繕料　（2月28日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 211,455

豊中市立東丘小学校渡り廊下部給水管漏水修理 豊工業(株) 市内 594,000

東丘小学校放課後こどもクラブ　新畳本間取替修理　219,450円（税込）手数料と按分　伝票番号01-078614に請求書原本あり （有）おおかわ 市内 219,450

市立東丘小学校　カート置き場設置修繕 （株）中野工務店 市内 583,000

豊中市立東丘小学校南新館出入口スチール建具修理 日本サッシ工業（株） 市内 56,100

東豊中小学校 豊中市立東豊中小学校プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 54,000

豊中市立東豊中小学校体育館横出入口扉フランス落とし取り付け修繕 （株）かぎテック 市外 26,587

単価契約　市立東豊中小学校　ガラス修繕料（2月18日）6枚他 辻ガラス建材 市内 90,068

豊中市立東豊中小学校　図工室人研ぎ漏水修繕 工商会（株） 市内 99,000

豊中市立東豊中小学校高架水槽柵修繕 （株）小谷工務店 市内 65,450

豊中市立東豊中小学校　北館2階男子3階女子トイレ洋便器漏水修理 （有）ダイシン設備 市内 33,480

豊中市立東豊中小学校　給水ポンプ部品更新 ササベ設備（株） 市内 83,808

豊中市立東豊中小学校給水管出水不良修理 豊工業(株) 市内 99,360

豊中市立東豊中小学校　北校舎３階男子便所フラッシュバルブ修繕 オーディーエー（株） 市内 38,500

単価契約　市立東豊中小学校　ガラス修繕料（11月27日）1枚他 辻ガラス建材 市内 10,186

豊中市立東豊中小学校屋内消火栓ポンプ、呼水槽及び仕切弁取替修理 豊工業(株) 市内 490,600

豊中市立東豊中小学校南校舎4階男子便所フラッシュバルブ修繕 オーディーエー（株） 市内 58,300

豊中市立東豊中小学校　屋外排水管修繕 （有）ダイシン設備 市内 299,200

豊中市立東豊中小学校照明設備(中央階段)配線修繕 （株）きしもと 市内 99,000

豊中市立東豊中小学校南館中央トイレ外部配管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 242,000

豊島西小学校 豊中市立豊島西小学校　本館1階西階段下倉庫出入口シリンダー清掃修繕 （株）かぎテック 市外 20,520

豊中市立豊島西小学校フラッグポール修繕 旭体育施設（株） 市外 83,160

豊中市立豊島西小学校プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 43,200

豊中市立豊島西小学校　遠隔施錠システム監視カメラ交換調整修理 （株）日本セーフティ 市外 125,400

豊中市立豊島西小学校体育館前男子便所大便器修繕 ササベ設備（株） 市内 299,200

豊中市立豊島西小学校　プール棟男子トイレ間仕切り修繕他 （株）小谷工務店 市内 288,200

豊中市立豊島西小学校1階東側女子便所和式から洋式に取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 298,468
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豊中市立豊島西小学校照明器具他修繕 藤本電業（株） 市内 255,960

豊中市立豊島西小学校女子便所コンセント修繕 藤本電業（株） 市内 59,400

豊中市立豊島西小学校職員女子トイレ建具修繕 （株）小谷工務店 市内 205,200

豊中市立豊島西小学校　2年3組室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 99,576

豊中市立豊島西小学校本館西側1階防火扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 22,680

豊中市立豊島西小学校外部人研流し台給水管漏水修理 豊工業(株) 市内 382,800

単価契約　市立豊島西小学校　ガラス修繕料（2月14日）1枚他 中井ガラス店 市内 9,235

豊中市立豊島西小学校防火扉用キャッチロック(ラッチ式)取替修理 （有）ユタカ防災 市内 27,500

西丘小学校 豊中市立西丘小学校体育館瓦棒屋根漏水修繕 （株）井上塗装店 市内 577,500

豊中市立西丘小学校体育館瓦棒屋根軒先浮き修繕 （株）井上塗装店 市内 544,500

豊中市立西丘小学校プールサイド他不良部修繕 工商会（株） 市内 131,760

豊中市立西丘小学校　体育館アリーナ照明器具修繕 （株）きしもと 市内 19,440

豊中市立西丘小学校体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 99,900

豊中市立西丘小学校体育館出入口前会所蓋取替修繕 中部工業（株） 市内 27,000

豊中市立西丘小学校　体育館天井灯（光補償装置付）修繕 （株）有澤電工社 市内 381,240

高川小学校 豊中市立高川小学校　遠隔施錠システム電気錠調整・監視モニター調整修理 （株）日本セーフティ 市外 40,068

豊中市立高川小学校外周ネットフェンス修繕 旭体育施設（株） 市外 199,100

豊中市立高川小学校電磁弁移設及び取替に伴う露出配管修繕 （株）タイテック 市外 599,500

豊中市立高川小学校北館2階プレイルーム出入口扉錠前交換修繕 （株）かぎテック 市外 23,760

豊中市立高川小学校正門門扉修繕 （株）小谷工務店 市内 59,400

豊中市立高川小学校体育館教官室床修繕 （株）小谷工務店 市内 97,900

豊中市立高川小学校教室床修繕 （株）中野工務店 市内 528,000

豊中市立高川小学校ポンプ室修繕 日研電気（株） 市内 99,522

単価契約　市立高川小学校　ガラス修繕料(5月16日)　1枚他 中井ガラス店 市内 5,994

豊中市立高川小学校プール塗装修繕 （株）井上塗装店 市内 596,268

豊中市立高川小学校南館EXPJ笠木修繕及び屋上漏水修繕 （株）井上塗装店 市内 227,880

豊中市立高川小学校下足室前スロープ土間修繕 中部工業（株） 市内 70,200

豊中市立高川小学校体育館通路コンクリート修理 上原建設（株） 市内 74,520

豊中市立高川小学校　１階多目的室出入口建具修繕 （株）小谷工務店 市内 47,300

豊中市立高川小学校北門下足室前側溝修繕 中部工業（株） 市内 90,200

豊中市立高川小学校屋外灯デーライト修繕 田島電気工事 市内 21,450

豊中市立高川小学校体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 88,660

豊中市立高川小学校消防点検修繕 （有）ダイシン設備 市内 506,000

豊中市立高川小学校　南館２階便所ダクトファン取替修繕 田島電気工事 市内 56,100

高川小学校放課後こどもクラブ　ガラス位置ズレ修正　28,600円（税込）単価契約ガラス修繕料と按分 中井ガラス店 市内 28,600

高川小学校、北緑丘小学校放課後こどもクラブ　ガラス修繕料 中井ガラス店 市内 61,204

豊中市立高川小学校1年1組他2か所器具修理 （株）八杉電気商会 市内 99,000

豊中市立高川小学校校長室外部給水管漏水緊急修理 豊工業(株) 市内 192,500

豊中市立高川小学校　屋上高架水槽修繕 （株）井上塗装店 市内 290,400

刀根山小学校 豊中市立刀根山小学校放送室窓修繕 （有）榊建材店 市外 29,160

単価契約　市立刀根山小学校　ガラス修繕料（５月２３日）　１枚他 橋本硝子 市外 15,379

単価契約　豊中市立刀根山小学校　ガラス修繕料（6月20日）2枚 橋本硝子 市外 17,064

豊中市立刀根山小学校プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 99,360

豊中市立刀根山小学校　消防設備修理 （株）エリアテック 市外 57,240

豊中市立刀根山小学校消防設備修理 （株）エリアテック 市外 45,100

単価契約　市立刀根山小学校　ガラス修繕料（12月20日）　１枚他 橋本硝子 市外 33,495

豊中市立刀根山小学校におけるガス管修理 大阪瓦斯（株）ネットワークカンパニー　北東部導管部 市外 16,043

豊中市立刀根山小学校電磁弁取替修繕(体育館／男子トイレ) （株）タイテック 市外 93,500

豊中市立刀根山小学校保健室アルミ引違窓修理 日本サッシ工業（株） 市内 165,000

豊中市立刀根山小学校　北館2階便所各所修繕 オーディーエー（株） 市内 463,100

豊中市立刀根山小学校北館東棟3階トイレ建具修繕 （株）小谷工務店 市内 58,850

豊中市立刀根山小学校　図工室床修繕 （株）中野工務店 市内 253,000

豊中市立刀根山小学校南館2階西側支援学級空調設備修繕 （株）きしもと 市内 594,000

豊中市立刀根山小学校　北館2F東側教室前廊下コンセント破損取替修繕 日研電気（株） 市内 7,020

豊中市立刀根山小学校体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 37,044

豊中市立刀根山小学校プール男子トイレ建具修繕 （株）小谷工務店 市内 246,780

刀根山小学校3F渡り廊下ネット修繕 （株）輝栄建設 市内 599,940

豊中市立刀根山小学校体育館南側庇樋修繕 （株）中野工務店 市内 48,600

豊中市立刀根山小学校飲み水水栓取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 49,680

豊中市立刀根山小学校北校舎4階手洗い場修繕 工商会（株） 市内 151,200

豊中市立刀根山小学校多目的室間仕切り並びに建具修繕 （株）小谷工務店 市内 599,940

豊中市立刀根山小学校　体育館側面鉄扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 18,360

豊中市立刀根山小学校北館2階トイレ建具修繕 （株）小谷工務店 市内 60,940
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豊中市立刀根山小学校門扉修繕 カンコー外柵（株） 市内 154,000

刀根山小学校放課後こどもクラブ　クラブ室1階男子便所修繕　258,500円（税込） （株）小谷工務店 市内 258,500

市立刀根山小学校　給食配膳室　ガス栓工事 （株）辻中 市内 5,500

豊中市立刀根山小学校　南館3階女子便所フラッシュ弁取替修理 豊工業(株) 市内 64,350

豊中市立刀根山小学校6年1組照明器具修理 （株）八杉電気商会 市内 20,900

刀根山小学校放課後こどもクラブ　照明器具取替修理　22,000円（税込） （株）きしもと 市内 22,000

豊中市立刀根山小学校体育館ステージ球替修繕 （株）きしもと 市内 15,290

刀根山小学校放課後こどもクラブ　床工事　合計222,426円（税込） （有）ケイアイ 不明 222,426

南丘小学校 豊中市立南丘小学校職員室室内機修繕 ケイラインエンジニアリング（株）　茨木事業所 市外 14,472

豊中市立南丘小学校プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 36,720

豊中市立南丘小学校北館3F他防火扉修繕 （有）榊建材店 市外 28,600

豊中市立南丘小学校本館3階階段煙感知器修繕(警戒No.7) （株）エリアテック 市外 44,000

豊中市立南丘小学校消防設備修理 （株）エリアテック 市外 92,400

豊中市立南丘小学校設備周りフェンス修繕 （株）輝栄建設 市内 599,400

市立南丘小学校放課後こどもクラブ 北館2階教室電源配線修理 （株）きしもと 市内 124,200

豊中市立南丘小学校体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 34,344

単価契約　市立南丘小学校　ガラス修繕料（7月31日）　2枚他 辻ガラス建材 市内 51,429

南丘小学校放課後こどもクラブ　埋込コンセント取替修理　3,888円（税込） （株）きしもと 市内 3,888

豊中市立南丘小学校廊下床修繕 （株）中野工務店 市内 140,400

豊中市立南丘小学校　中庭水栓柱取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 62,640

豊中市立南丘小学校職員室照明他修繕 田島電気工事 市内 70,632

豊中市立南丘小学校南館屋上エキスパンションジョイント修繕 （株）小谷工務店 市内 460,900

豊中市立南丘小学校　西側門扉修繕 （株）小谷工務店 市内 137,500

豊中市立南丘小学校門扉修繕 カンコー外柵（株） 市内 165,000

単価契約　市立南丘小学校　ガラス修繕料（11月27日）　1枚 辻ガラス建材 市内 5,280

豊中市立南丘小学校　北東外周フェンス修繕 （株）輝栄建設 市内 599,500

豊中市立南丘小学校運動場便所埋設給水配管漏水修繕 ササベ設備（株） 市内 220,000

豊中市立南丘小学校　支援学級間仕切りカーテン修繕 青野組（有） 市内 298,320

豊島北小学校 豊中市立豊島北小学校プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 198,720

豊中市立豊島北小学校　防火扉修繕 （有）榊建材店 市外 51,700

豊中市立豊島北小学校3F給食配膳室シャッター修繕 （有）榊建材店 市外 66,000

豊中市立豊島北小学校下足室前階段土間修繕 中部工業（株） 市内 21,600

豊中市立豊島北小学校屋上室外機修繕 （株）アオイ冷熱 市内 565,488

豊中市立豊島北小学校北門前消火管漏水修理 豊工業(株) 市内 98,280

豊中市立豊島北小学校渡り廊下軒樋修繕 （株）中野工務店 市内 75,600

市立豊島北小学校放課後こどもクラブ　空調機緊急修繕 （株）きしもと 市内 592,920

豊中市立豊島北小学校　本校東側1.2.3階トイレ土間排水トラップ取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 79,920

豊中市立豊島北小学校　屋内消火栓設備起動装置取替修理他 （有）ユタカ防災 市内 42,336

豊中市立豊島北小学校保健室アルミ窓、網戸取付他 日本サッシ工業（株） 市内 77,760

豊中市立豊島北小学校　４階女子便所洋便器洗浄管修繕 ササベ設備（株） 市内 36,960

豊中市立豊島北小学校防火ダンパー用煙感知器取替修理 （有）ユタカ防災 市内 56,100

豊中市立豊島北小学校照明設備修繕(多目的教室) （株）きしもと 市内 63,800

豊中市立豊島北小学校3階西男子便所4階東女子便所フラッシュ弁取替修理 豊工業(株) 市内 128,700

豊中市立豊島北小学校体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 37,730

豊中市立豊島北小学校5年教室アルミ片引窓修理 日本サッシ工業（株） 市内 17,600

豊中市立豊島北小学校　１年2教室木製棚修繕 （株）小谷工務店 市内 202,400

豊中市立豊島北小学校校舎消防設備修理(レリーズ) （株）きしもと 市内 292,600

単価契約　市立豊島北小学校　ガラス修繕料（2月6日）2枚他 辻ガラス建材 市内 10,428

豊中市立豊島北小学校不良照明器具修繕 日研電気（株） 市内 99,660

豊中市立豊島北小学校本館中央階段室防火扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 69,300

豊中市立豊島北小学校手洗い場身障者対応修繕 （有）山田管工 市内 40,700

泉丘小学校 豊中市立泉丘小学校　北館1階渡り廊下出入口錠前交換修繕 （株）かぎテック 市外 25,056

豊中市立泉丘小学校　遠隔施錠システムコントロールボックス調整修理 （株）日本セーフティ 市外 30,525

豊中市立泉丘小学校北館4階女子便所フラッシュ弁修理 豊工業(株) 市内 47,300

豊中市立泉丘小学校渡り廊下上裏剥落危険部修繕 工商会（株） 市内 511,060

泉丘小学校放課後こどもクラブ　スロープ手摺足元修繕、サイディング壁修繕　118,800円（税込） （株）井上塗装店 市内 118,800

豊中市立泉丘小学校プール槽修繕 工商会（株） 市内 595,620

豊中市立泉丘小学校　プール男子トイレフラッシュバルブ取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 69,120

豊中市立泉丘小学校消火ポンプ室横消火埋設管漏水修理 （有）ダイシン設備 市内 129,600

豊中市立泉丘小学校高架水槽給水ボールタップ修繕 （株）榮光ビル管理 市内 108,000

豊中市立泉丘小学校プール更衣室通路破損箇所他修繕 中部工業（株） 市内 240,300

豊中市立泉丘小学校　南校舎3階，4階女子便所フラッシュ弁修理 豊工業(株) 市内 97,200

豊中市立泉丘小学校　プール前側溝蓋修繕 （株）小谷工務店 市内 48,600
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単価契約　市立泉丘小学校　ガラス修繕料（9月25日）1枚他 千野硝子建材 市内 6,782

豊中市立泉丘小学校　自動火災報知設備受信機内蔵電池取替修理他 （有）ユタカ防災 市内 66,960

豊中市立泉丘小学校音楽室床修繕 （株）井上塗装店 市内 99,360

単価契約　市立泉丘小学校　ガラス修繕料（10月29日）1枚他 千野硝子建材 市内 6,512

豊中市立泉丘小学校体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 38,280

豊中市立泉丘小学校屋上消火用充水槽廻り配管修理 豊工業(株) 市内 264,000

豊中市立泉丘小学校4階北棟東側エキスパンション修繕 （株）小谷工務店 市内 60,500

豊中市立泉丘小学校自動火災報知設備感知器取替修理 （有）ユタカ防災 市内 20,240

豊中市立泉丘小学校渡り廊下1階竪樋修繕 （株）井上塗装店 市内 60,500

少路小学校 豊中市立少路小学校体育館床塗装修繕 旭体育施設（株） 市外 578,600

豊中市立少路小学校　各校舎アルミ建具ガラス修理 日本サッシ工業（株） 市内 97,900

豊中市立少路小学校汚水立管継手破損漏水緊急修理 （有）ダイシン設備 市内 145,800

豊中市立少路小学校多目的室樋修繕 （株）中野工務店 市内 97,200

豊中市立少路小学校1階出入り口建具修理 日本サッシ工業（株） 市内 299,160

豊中市立少路小学校プール付属棟出入口屋上防水他修繕 工商会（株） 市内 292,140

豊中市立少路小学校プール槽排水溝蓋修繕 （株）中野工務店 市内 486,000

豊中市立少路小学校プール前埋設管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 270,000

豊中市立少路小学校新館1F下足室漏水修繕 工商会（株） 市内 494,100

豊中市立少路小学校西階段1F/2F踊場漏水修繕 工商会（株） 市内 140,400

豊中市立少路小学校東門修繕 青野組（有） 市内 84,700

単価契約　市立少路小学校　ガラス修繕料（10月23日）10m他 豊中硝子（株） 市内 4,400

単価契約　市立少路小学校　ガラス修繕料（10月24日）1枚 豊中硝子（株） 市内 5,720

豊中市立少路小学校渡り廊下土間他修繕 中部工業（株） 市内 90,200

豊中市立少路小学校プール付属棟モルタル不良部修繕 工商会（株） 市内 597,102

少路小学校放課後こどもクラブ　アコーディオンカーテン取替修繕　197,769円（税込） 室内装飾カネヤ 市内 197,769

豊中市立少路小学校東門乗り入れ口段差解消修繕 青野組（有） 市内 99,000

単価契約　市立少路小学校　ガラス修繕料（12月24日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 22,220

豊中市立少路小学校高圧受電設備修理 （株）吉田電気設備 市内 599,500

豊中市立少路小学校　正門戸車修繕 （株）小谷工務店 市内 53,900

豊中市立少路小学校東館2階北側男子トイレ排水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 104,500

豊中市立少路小学校避雷器接地修理 （株）吉田電気設備 市内 159,500

単価契約　市立少路小学校　ガラス修繕料（1月28日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 21,716

豊中市立少路小学校西校舎西面漏水修繕 工商会（株） 市内 521,620

豊中市立少路小学校アッテネーター修繕 日研電気（株） 市内 15,510

野畑小学校 豊中市立野畑小学校プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 21,600

豊中市立野畑小学校　遠隔施錠システムコントロールボックス調整修理 （株）日本セーフティ 市外 42,552

豊中市立野畑小学校プール制御盤マグネット取替修繕 誠水エンタープライズ（有） 市外 56,160

豊中市立野畑小学校プール機械室扉修繕 （有）榊建材店 市外 584,280

野畑小学校放課後こどもクラブ　トイレ錠前交換修繕　56,782円（税込） （株）かぎテック 市外 56,782

単価契約　市立野畑小学校　ガラス修繕料（7月10日）2枚他 井上板ガラス 市内 55,123

市立野畑小学校放課後こどもクラブ　空調機緊急修繕 （株）きしもと 市内 497,880

豊中市立野畑小学校屋上高架水槽修繕 （株）井上塗装店 市内 223,560

豊中市立野畑小学校プール照明器具点検修繕 藤本電業（株） 市内 38,880

豊中市立野畑小学校プール棟竪樋他修繕 （株）井上塗装店 市内 280,260

豊中市立野畑小学校屋外スロープ手摺り修繕 （株）小谷工務店 市内 411,400

野畑小学校放課後こどもクラブ　アコーディオンカーテン取替修繕　228,785円（税込） 室内装飾カネヤ 市内 228,785

豊中市立野畑小学校　南館竪樋修繕 （株）中野工務店 市内 128,700

豊中市立野畑小学校北館周囲コンクリート破損修繕 中部工業（株） 市内 79,200

野畑小学校放課後こどもクラブ　トイレ温水洗浄便座取替修理　34,100円（税込） （株）きしもと 市内 34,100

単価契約　市立野畑小学校　ガラス修繕料（2月14日）1枚他 井上板ガラス 市内 55,418

豊中市立野畑小学校　給水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 491,150

豊中市立野畑小学校照明設備修繕(外灯) （株）きしもと 市内 37,840

豊中市立野畑小学校北門門扉他修繕 （株）小谷工務店 市内 59,400

東豊台小学校 豊中市立東豊台小学校　遠隔施錠システム監視モニター調整修理 （株）日本セーフティ 市外 35,100

豊中市立東豊台小学校(本館／東1階)電磁弁取替及び露出配管修繕 （株）タイテック 市外 198,000

豊中市立東豊台小学校第一音楽室屋上防水修繕 工商会（株） 市内 597,240

豊中市立東豊台小学校プール男子トイレ修繕 （株）小谷工務店 市内 290,520

豊中市立東豊台小学校　運動場散水給水管漏水修理 豊工業(株) 市内 90,720

単価契約　豊中市立東豊台小学校　ガラス修繕料(5月7日)　３０ｍ他 豊中硝子（株） 市内 19,656

豊中市立東豊台小学校体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 74,088

豊中市立東豊台小学校　本館2F女子トイレフラッシュバルブ修繕 オーディーエー（株） 市内 58,860

豊中市立東豊台小学校プールサイド土間破損箇所修繕 中部工業（株） 市内 97,200

豊中市立東豊台小学校職員室照明修繕 田島電気工事 市内 26,676
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豊中市立東豊台小学校渡り廊下浮き部他修繕 工商会（株） 市内 356,400

豊中市立東豊台小学校　運動場西側散水栓出水不良修理 （有）ダイシン設備 市内 58,320

豊中市立東豊台小学校屋上消火管漏水修理 豊工業(株) 市内 599,400

豊中市立東豊台小学校1階職員室照明修繕 田島電気工事 市内 80,028

豊中市立東豊台小学校3階廊下塗床修繕 （株）井上塗装店 市内 274,320

豊中市立東豊台小学校　3階2年2組引き違い窓建具修繕 （株）小谷工務店 市内 31,680

豊中市立東豊台小学校東館下足室照明取替修繕 日研電気（株） 市内 49,940

豊中市立東豊台小学校南校舎西側屋上防水不良部修繕 工商会（株） 市内 598,950

豊中市立東豊台小学校プール付属棟女子便所便器取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 299,200

豊中市立東豊台小学校職員室照明修理 田島電気工事 市内 27,170

豊中市立東豊台小学校プール女子トイレ修繕 （株）小谷工務店 市内 295,900

東豊台小学校放課後こどもクラブ　ガラスフィルム施工　41,558円 （有）ケイアイ 不明 41,558

東豊台小学校放課後こどもクラブ　ガラスフィルム施工　38,232円（税込） （有）ケイアイ 不明 38,232

箕輪小学校 豊中市立箕輪小学校3F4-1窓修繕 （有）榊建材店 市外 25,300

豊中市立箕輪小学校廊下・階段・音楽室床修繕 （株）中野工務店 市内 473,000

豊中市立箕輪小学校プール付属棟及びプールサイド不良部修繕 工商会（株） 市内 291,600

豊中市立箕輪小学校ゴミ置場修繕 （株）小谷工務店 市内 205,200

豊中市立箕輪小学校　体育館女子便所手洗器排水管漏水修理 （有）ダイシン設備 市内 35,640

箕輪小学校放課後こどもクラブ　扇風機用電源配線修理　23,004円（税込） （株）きしもと 市内 23,004

豊中市立箕輪小学校　2階職員用男子トイレウォシュレット取替修理 （有）ダイシン設備 市内 66,960

豊中市立箕輪小学校　4階男子トイレフラッシュバルブ取替修繕他 （有）ダイシン設備 市内 66,960

豊中市立箕輪小学校　正門門扉修繕 （株）小谷工務店 市内 94,500

豊中市立箕輪小学校2階職員用女子トイレ和便器撤去修繕 （有）ダイシン設備 市内 129,600

豊中市立箕輪小学校東館2階男子及び女子トイレ排水管修繕 （有）ダイシン設備 市内 598,320

豊中市立箕輪小学校　南門門扉修繕 （株）小谷工務店 市内 69,850

豊中市立箕輪小学校屋上高架水槽修繕 （株）井上塗装店 市内 180,290

豊中市立箕輪小学校南門右側外壁破損箇所他修繕 中部工業（株） 市内 71,500

豊中市立箕輪小学校3階屋上室外機修繕 （株）アオイ冷熱 市内 192,170

豊中市立箕輪小学校家庭科室給水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 138,600

豊中市立箕輪小学校本館1階アルミ両開扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 61,600

豊中市立箕輪小学校運動場面大時計修理 田島電気工事 市内 159,500

豊中市立箕輪小学校校長室照明修理 田島電気工事 市内 75,350

豊中市立箕輪小学校保健室スイッチ修理 田島電気工事 市内 5,280

豊中市立箕輪小学校消火埋設管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 588,170

豊中市立箕輪小学校東側遊歩道段差解消修繕 青野組（有） 市内 96,800

豊中市立箕輪小学校正門北側コンクリート修繕 中部工業（株） 市内 176,440

北条小学校 豊中市立北条小学校職員室室外機修繕 ケイラインエンジニアリング（株）　茨木事業所 市外 169,344

豊中市立北条小学校プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 99,360

豊中市立北条小学校給食配膳室シャッター修繕 （有）榊建材店 市外 165,000

北条小学校放課後こどもクラブ　ガラス修繕料 千野硝子建材 市内 50,204

単価契約　市立北条小学校　ガラス修繕料（3月31日）1枚他 千野硝子建材 市内 131,560

豊中市立北条小学校自動火災報知設備感知器取替修理 （有）ユタカ防災 市内 61,600

豊中市立北条小学校　体育館壁面修繕 （株）小谷工務店 市内 167,200

豊中市立北条小学校プール排水弁取替修理 豊工業(株) 市内 264,600

豊中市立北条小学校　北校舎北側給水管緊急漏水修理 （有）ダイシン設備 市内 89,640

豊中市立北条小学校4階女子更衣室間仕切り修繕 （株）小谷工務店 市内 94,500

豊中市立北条小学校プール棟配管支持他修繕 田島電気工事 市内 9,180

豊中市立北条小学校床捲れ応急処置 （株）井上塗装店 市内 92,880

豊中市立北条小学校　南校舎東側外部人研流し台給水栓修理 豊工業(株) 市内 87,480

豊中市立北条小学校廊下スイッチ修繕 藤本電業（株） 市内 16,200

北条小学校放課後こどもクラブ　ガラス修繕料 千野硝子建材 市内 7,365

豊中市立北条小学校本館4階東防火扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 48,600

豊中市立北条小学校4年3組他教室塗床修繕 （株）井上塗装店 市内 380,160

豊中市立北条小学校　自動火災報知設備受信機内蔵電池取替修理 （有）ユタカ防災 市内 27,000

豊中市立北条小学校体育館天井灯(光補償装置付)修繕 宮城電設工業（株） 市内 357,480

北条小学校放課後こどもクラブ　空調機緊急修繕　297,000円（税込） （株）きしもと 市内 297,000

豊中市立北条小学校　職員室出入口修繕 （株）小谷工務店 市内 38,500

単価契約　市立北条小学校　ガラス修繕料（10月23日）1枚他 千野硝子建材 市内 10,472

豊中市立北条小学校消火ポンプ設備タイマー修繕 田島電気工事 市内 42,350

豊中市立北条小学校プールサイド配管ピット通気口修繕 中部工業（株） 市内 91,300

豊中市立北条小学校　体育館漏水修繕 工商会（株） 市内 145,200

豊中市立北条小学校　家庭科室照明修繕 田島電気工事 市内 175,780

豊中市立北条小学校2階渡り廊下エキスパンション修繕 （株）小谷工務店 市内 115,500
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寺内小学校 豊中市立寺内小学校プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 270,000

豊中市立寺内小学校校長室室外機修繕 ケイラインエンジニアリング（株）　茨木事業所 市外 244,728

豊中市立寺内小学校体育館出入口扉修繕 （有）榊建材店 市外 27,500

豊中市立寺内小学校砂場修繕 旭体育施設（株） 市外 599,500

豊中市立寺内小学校体育館床塗装修繕 旭体育施設（株） 市外 499,400

豊中市立寺内小学校　受水槽ボールタップ取替修理 （有）ダイシン設備 市内 46,440

豊中市立寺内小学校　南館3F男子トイレ前スイッチ修繕ほか 日研電気（株） 市内 99,770

豊中市立寺内小学校普通教室照明器具取替修繕 藤本電業（株） 市内 59,400

単価契約　豊中市立寺内小学校　ガラス修繕料（5月20日）　1枚　他 千野硝子建材 市内 97,891

豊中市立寺内小学校正門横ネットフェンス修繕 （株）輝栄建設 市内 273,240

豊中市立寺内小学校　照明器具修繕 （株）有澤電工社 市内 29,160

豊中市立寺内小学校東館2階女子トイレ及び南館2階男子トイレ排水管修繕 （有）ダイシン設備 市内 598,860

豊中市立寺内小学校学校外周側溝修繕 中部工業（株） 市内 140,400

豊中市立寺内小学校体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 31,428

市立寺内小学校　校旗掲揚ポール滑車他修繕 （株）ＵＳスポーツ商会 市内 99,468

豊中市立寺内小学校体育館天井灯(光補償装置付)修繕 （株）きしもと 市内 324,000

豊中市立寺内小学校北館男女トイレ点検口蓋取替修繕 中部工業（株） 市内 98,280

豊中市立寺内小学校雨樋排水管接続修繕 中部工業（株） 市内 75,600

豊中市立寺内小学校各所トイレフラッシュバルブ取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 178,200

市立寺内小学校倉庫エリア屋根修繕 （株）小谷工務店 市内 71,500

豊中市立寺内小学校普通教室他感知器移設修繕 田島電気工事 市内 133,100

豊中市立寺内小学校職員室出入口扉修繕 （株）小谷工務店 市内 45,540

単価契約　市立寺内小学校　ガラス修繕料（12月13日）2枚他 千野硝子建材 市内 66,946

寺内小学校放課後こどもクラブ　アルミ引違窓　網戸取付　77,000円（税込） 日本サッシ工業（株） 市内 77,000

豊中市立寺内小学校家庭科室流し台給水管漏水修理 豊工業(株) 市内 154,000

豊中市立寺内小学校集会ホール柱型修繕 （株）中野工務店 市内 137,500

豊中市立寺内小学校　５年２組後ろ出入口修繕 （株）小谷工務店 市内 56,100

豊中市立寺内小学校図書室照明修理 田島電気工事 市内 27,384

豊中市立寺内小学校　北館２階支援学級間仕切り修繕 （株）小谷工務店 市内 35,200

豊中市立寺内小学校北館トイレアルミ扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 19,800

豊中市立寺内小学校南館1階女子便所ウォシュレット取替修繕 オーディーエー（株） 市内 82,500

単価契約　市立寺内小学校　ガラス修繕料（2月26日）1枚他 千野硝子建材 市内 8,690

豊中市立寺内小学校　北館エキスパンションジョイント修繕 （株）小谷工務店 市内 91,300

緑地小学校 豊中市立緑地小学校東館4F女子トイレ点検口鍵修繕 （有）榊建材店 市外 5,400

豊中市立緑地小学校プール濾過器　修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 298,080

豊中市立緑地小学校遠隔施錠システム電気錠調整修理 （株）日本セーフティ 市外 53,790

豊中市立緑地小学校遠隔施錠システム監視モニター調整修理 （株）日本セーフティ 市外 24,310

豊中市立緑地小学校体育館PTA室洗面器修繕 ササベ設備（株） 市内 52,800

豊中市立緑地小学校外部点字タイル修繕 （株）中野工務店 市内 523,800

豊中市立緑地小学校　プール洗体シャワー漏水修理 豊工業(株) 市内 99,360

豊中市立緑地小学校東館2、3、4階男子便所フラッシュ弁修理 豊工業(株) 市内 99,360

豊中市立緑地小学校職員室手洗器排水修理 豊工業(株) 市内 71,280

豊中市立緑地小学校プールサイド不良部修繕 工商会（株） 市内 62,640

豊中市立緑地小学校北門防犯灯LED修繕 日研電気（株） 市内 59,832

豊中市立緑地小学校下足室前土間修繕 中部工業（株） 市内 99,900

豊中市立緑地小学校体育館南側階段修繕 中部工業（株） 市内 72,900

豊中市立緑地小学校　下足室間仕切り修繕 （株）小谷工務店 市内 599,940

豊中市立緑地小学校　1階廊下天井点検口修繕 （株）小谷工務店 市内 95,580

豊中市立緑地小学校各所剥落危険部修繕 工商会（株） 市内 194,400

単価契約　市立緑地小学校　ガラス修繕料（8月19日）1枚 中井ガラス店 市内 16,308

豊中市立緑地小学校渡り廊下蛍光灯スイッチ新設 日研電気（株） 市内 31,320

豊中市立緑地小学校本館縦樋修繕 （株）小池工務店 市内 43,200

豊中市立緑地小学校グランド整地修繕 青野組（有） 市内 270,600

単価契約 市立緑地小学校　ガラス修繕料（11月7日）1枚 中井ガラス店 市内 16,610

豊中市立緑地小学校5-3教室生徒用ロッカー天板修繕 （株）中野工務店 市内 99,000

豊中市立緑地小学校管理棟北面　校舎外壁剥落危険部修繕 工商会（株） 市内 231,000

豊中市立緑地小学校西校舎EXP部漏水修繕 工商会（株） 市内 223,300

豊中市立緑地小学校第4プレールーム間仕切り修繕 （株）小谷工務店 市内 599,500

豊中市立緑地小学校体育教官室コンセント設備改修 （株）きしもと 市内 76,450

豊中市立緑地小学校4階5年3組出入口扉修繕 （株）小谷工務店 市内 52,800

豊中市立緑地小学校6年2組棚天板修繕 （株）小谷工務店 市内 39,270

緑地小学校放課後こどもクラブ　新畳本間取替修理　188,100円（税込）手数料と按分　伝票番号01-078623に請求書原本あり （有）おおかわ 市内 188,100

豊中市立緑地小学校4階PTA会議室兼校具室間仕切り修繕 （株）小谷工務店 市内 598,400
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豊中市立緑地小学校体育館入口前点字タイル修繕 （株）中野工務店 市内 192,500

豊中市立緑地小学校4階廊下天井他修繕 （株）小谷工務店 市内 99,880

豊中市立緑地小学校各手洗場漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 154,000

豊中市立緑地小学校4階プレイルーム出入口建具修繕 （株）小谷工務店 市内 67,650

豊中市立緑地小学校4階男子トイレアコーディオンドア修繕 青野組（有） 市内 25,300

桜井谷東小学校 豊中市立桜井谷東小学校プール濾過器　修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 58,320

豊中市立桜井谷東小学校プール止水弁取替修理 豊工業(株) 市内 151,200

豊中市立桜井谷東小学校　2階1年5組前トイレ手洗い場排水管漏水修理 （有）ダイシン設備 市内 76,680

豊中市立桜井谷東小学校プール機械室分電盤修繕 西田電気（株） 市内 98,474

単価契約　市立桜井谷東小学校　ガラス修繕料（6月4日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 75,492

豊中市立桜井谷東小学校　照明設備修繕（体育館渡り廊下） （株）きしもと 市内 49,464

豊中市立桜井谷東小学校4階男子トイレ扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 22,680

豊中市立桜井谷東小学校自動点滅器取替修繕 日研電気（株） 市内 19,548

豊中市立桜井谷東小学校3-3普通教室照明器具取替修繕 藤本電業（株） 市内 60,480

豊中市立桜井谷東小学校職員室照明修繕 田島電気工事 市内 24,310

単価契約　市立桜井谷東小学校　ガラス修繕料（10月18日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 33,376

豊中市立桜井谷東小学校体育館男子便所小便器破損取替修理 豊工業(株) 市内 162,800

豊中市立桜井谷東小学校　屋外スロープ手摺り修繕 （株）小谷工務店 市内 86,900

単価契約　市立桜井谷東小学校　ガラス修繕料（11月18日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 8,025

豊中市立桜井谷東小学校4階4年3組出入口修繕 （株）小谷工務店 市内 46,200

単価契約　市立桜井谷東小学校　ガラス修繕料（12月20日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 16,453

豊中市立桜井谷東小学校2年5組照明灯修繕 西田電気（株） 市内 90,750

豊中市立桜井谷東小学校正門門扉修繕 （株）小谷工務店 市内 67,100

豊中市立桜井谷東小学校　職員女子トイレ便器取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 299,970

豊中市立桜井谷東小学校便所コンセント修理 田島電気工事 市内 165,000

豊中市立桜井谷東小学校1階職員女子トイレ扉修繕 （株）小谷工務店 市内 77,770

豊中市立桜井谷東小学校照明器具修繕 日研電気（株） 市内 23,815

東泉丘小学校 豊中市立東泉丘小学校プール機械修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 99,360

豊中市立東泉丘小学校運動場周囲転落防止柵修繕 旭体育施設（株） 市外 299,160

豊中市立東泉丘小学校体育館用具倉庫照明器具修繕 （株）有澤電工社 市内 40,700

豊中市立東泉丘小学校本館西側教室壁修繕 （株）中野工務店 市内 473,000

豊中市立東泉丘小学校プール付属棟屋根修繕 工商会（株） 市内 71,280

市立東泉丘小学校放課後こどもクラブ　空調機緊急修繕 （株）きしもと 市内 587,520

豊中市立東泉丘小学校　2階家庭科室人研ぎ流し水栓取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 70,200

豊中市立東泉丘小学校　東館2階女子トイレフラッシュバルブ取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 69,120

単価契約　市立東泉丘小学校　ガラス修繕料（5月23日）1枚他 辻ガラス建材 市内 7,365

東泉丘小学校放課後こどもクラブ　便所給水不具合修繕　32,400円（税込） ササベ設備（株） 市内 32,400

豊中市立東泉丘小学校プール付属棟屋根不良部修繕 工商会（株） 市内 97,200

豊中市立東泉丘小学校保健室室外機修理 （株）アオイ冷熱 市内 227,070

豊中市立東泉丘小学校家庭科室床排水溝修繕 青野組（有） 市内 149,580

市立東泉丘小学校　家庭科室作業台小口補修修繕　６台 （株）オリオン商会 市内 56,160

市立東泉丘小学校　図工室作業台天板メラニン張替修繕　５台 （株）オリオン商会 市内 67,500

豊中市立東泉丘小学校　3階廊下天井修繕 （株）小谷工務店 市内 38,880

豊中市立東泉丘小学校職員室照明修繕 田島電気工事 市内 23,868

市立東泉丘小学校　家庭科室　作業台　天板四周　補修作業　一式 （株）オリオン商会 市内 46,980

豊中市立東泉丘小学校本館西側廊下壁面修繕 （株）小谷工務店 市内 250,560

豊中市立東泉丘小学校音楽室天井修繕 （株）小谷工務店 市内 17,280

豊中市立東泉丘小学校　照明設備修繕（外灯） （株）きしもと 市内 34,100

豊中市立東泉丘小学校プール棟男子更衣室他雨漏れ修繕 工商会（株） 市内 99,000

単価契約　市立東泉丘小学校　ガラス修繕料（8月23日）1枚他 辻ガラス建材 市内 32,011

豊中市立東泉丘小学校運動場東側外壁破損箇所修繕 中部工業（株） 市内 71,500

豊中市立東泉丘小学校　本館１階女子便所フラッシュバルブ修繕 ササベ設備（株） 市内 72,600

豊中市立東泉丘小学校理科室横両開鉄扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 47,300

単価契約　市立東泉丘小学校　ガラス修繕料（12月27日）1枚 辻ガラス建材 市内 27,940

豊中市立東泉丘小学校理科室床排水溝修繕 青野組（有） 市内 232,925

豊中市立東泉丘小学校職員室照明器具修繕 （株）有澤電工社 市内 29,700

豊中市立東泉丘小学校体育館フローリング修繕 （株）ＵＳスポーツ商会 市内 187,000

豊中市立東泉丘小学校　中央階段手摺り修繕 青野組（有） 市内 393,250

豊中市立東泉丘小学校　屋上高架水槽遮光修繕 （株）井上塗装店 市内 181,500

北緑丘小学校 豊中市立北緑丘小学校東館3階渡り廊下出入口扉修繕 （有）榊建材店 市外 37,800

豊中市立北緑丘小学校　消防設備修理 （株）エリアテック 市外 35,640

豊中市立北緑丘小学校　プール濾過器　修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 36,720

市立北緑丘小学校　体育館正面玄関前・丁番取付調整及び北側扉錠前交換修繕 （株）かぎテック 市外 43,120
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豊中市立北緑丘小学校遠隔施錠システム監視モニター調整修理 （株）日本セーフティ 市外 24,310

豊中市立北緑丘小学校エキスパンションジョイント修繕 （株）小谷工務店 市内 270,600

豊中市立北緑丘小学校　渡り廊下転落防止ネット修繕 （株）輝栄建設 市内 99,360

豊中市立北緑丘小学校プール女子トイレ修繕 （株）小谷工務店 市内 244,080

豊中市立北緑丘小学校屋外コンセント盤修繕 西田電気（株） 市内 66,960

豊中市立北緑丘小学校放課後こどもクラブ　空調機緊急修繕 田島電気工事 市内 598,320

豊中市立北緑丘小学校　校舎2階東側両開鉄扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 46,440

豊中市立北緑丘小学校放課後こどもクラブ空調用電源設置修繕 田島電気工事 市内 289,440

豊中市立北緑丘小学校　プールシャワーバルブ取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 50,760

豊中市立北緑丘小学校プール機械室分電盤鍵修繕 西田電気（株） 市内 21,276

豊中市立北緑丘小学校体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 97,416

豊中市立北緑丘小学校1-2組照明器具修繕 西田電気（株） 市内 50,328

豊中市立北緑丘小学校プール系統給水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 231,000

豊中市立北緑丘小学校体育館トイレ出入口土間スロープ修繕 中部工業（株） 市内 72,050

豊中市立北緑丘小学校量水器取替修繕 フタバ冷機工業（株） 市内 770,000

豊中市立北緑丘小学校職員室後ろ出入口敷居修繕 （株）小谷工務店 市内 46,750

新田南小学校 豊中市立新田南小学校北館4F3-3窓修繕 （有）榊建材店 市外 299,860

豊中市立新田南小学校遠隔施錠システム監視カメラ交換調整修理 （株）日本セーフティ 市外 125,400

単価契約　市立新田南小学校　ガラス修繕料（3月10日）1枚他 辻ガラス建材 市内 33,880

豊中市立新田南小学校体育館(アリーナ)安定器取替修理 （株）きしもと 市内 41,688

豊中市立新田南小学校プール修繕 （株）井上塗装店 市内 596,700

豊中市立新田南小学校　渡り廊下ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｶﾊﾞｰ修繕他 （株）小谷工務店 市内 58,320

単価契約　市立新田南小学校　ガラス修繕料（6月12日） 辻ガラス建材 市内 11,340

豊中市立新田南小学校　太陽光モニター修理 （株）きしもと 市内 87,480

豊中市立新田南小学校洗濯用給水栓増設修繕 （有）ダイシン設備 市内 75,600

新田南小学校放課後こどもクラブ　畳新調五八間　181,500円（税込）　古畳処分費17,600円（税込）と按分 （有）おおかわ 市内 181,500

新田南小学校放課後こどもクラブ　新調五八間（柔道畳表） （有）おおかわ 市内 137,500

豊中市立新田南小学校　渡り廊下天井エキスパンションカバー修繕 （株）小谷工務店 市内 159,500

単価契約　市立新田南小学校　ガラス修繕料（11月28日）1枚 辻ガラス建材 市内 11,550

豊中市立新田南小学校照明器具修繕 日研電気（株） 市内 37,730

新田南小学校放課後こどもクラブ　床工事　290,520円（税込） （有）ケイアイ 不明 290,520

第一中学校 豊中市立第一中学校　体育館正面玄関出入口扉錠前不具合修繕 （株）かぎテック 市外 40,176

豊中市立第一中学校グランド整備修繕 青野組（有） 市内 595,650

豊中市立第一中学校体育館天井灯修理 （株）きしもと 市内 299,160

豊中市立第一中学校　北館集いの部屋アルミ折戸修理 日本サッシ工業（株） 市内 56,160

豊中市立第一中学校体育館フロアープレート修繕 田島電気工事 市内 15,120

豊中市立第一中学校体育館階段室照明修繕 西田電気（株） 市内 73,224

豊中市立第一中学校プール観覧席、床クラック他修理 上原建設（株） 市内 135,000

豊中市立第一中学校多目的室扉引戸錠修理 日本サッシ工業（株） 市内 16,200

豊中市立第一中学校　西側壁面漏水修繕 （株）井上塗装店 市内 63,800

単価契約　市立第一中学校　ガラス修繕料（１月７日）２枚他 辻ガラス建材 市内 53,350

第二中学校 豊中市立第二中学校南館教室他窓ガラス修繕 （有）榊建材店 市外 297,000

豊中市立第二中学校プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 58,320

豊中市立第二中学校　遠隔施錠システム監視カメラ用モニター交換調整修理 （株）日本セーフティ 市外 99,360

豊中市立第二中学校パソコン教室室外機修繕 ケイラインエンジニアリング（株）　茨木事業所 市外 14,894

豊中市立第二中学校遠隔施錠システム監視カメラ交換調整修理 （株）日本セーフティ 市外 297,000

豊中市立第二中学校遠隔施錠システムインターホン調整修理 （株）日本セーフティ 市外 127,050

豊中市立第二中学校体育館正面玄関中央扉丁番交換修繕 （株）かぎテック 市外 87,846

豊中市立第二中学校　南館側３階渡り廊下鋼製扉修繕 （株）かぎテック 市外 26,642

豊中市立第二中学校1F廊下灯他照明器具修理 （株）八杉電気商会 市内 68,200

豊中市立第二中学校北東門土間レール修繕 青野組（有） 市内 352,000

豊中市立第二中学校EXP.Jカバー浮き部他修繕 （株）井上塗装店 市内 324,500

豊中市立第二中学校　本館2階空調機用電源改修 （株）きしもと 市内 85,320

豊中市立第二中学校体育教官室照明修繕 田島電気工事 市内 23,868

単価契約　市立第二中学校　ガラス修繕料（7月2日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 18,163

豊中市立第二中学校　3年1組天吊形エアコン修理 （株）アオイ冷熱 市内 17,334

豊中市立第二中学校　2年1組室外機修理 （株）アオイ冷熱 市内 75,870

単価契約　市立第二中学校　ガラス修繕料　１枚他 豊中硝子（株） 市内 13,733

豊中市立第二中学校　廊下・階段床張替え修繕 （株）中野工務店 市内 271,620

豊中市立第二中学校本館3,4階防火扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 86,400

豊中市立第二中学校3F男子トイレ及び理科準備室器具修理 （株）八杉電気商会 市内 47,300

豊中市立第二中学校職員室器具修理 （株）八杉電気商会 市内 41,800

豊中市立第二中学校屋内消火栓設備修繕 （株）ダイリン 市内 88,275
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豊中市立第二中学校基礎教室A室外機修理 （株）アオイ冷熱 市内 83,710

単価契約　市立第二中学校　ガラス修繕料（12月11日）１枚他 豊中硝子（株） 市内 7,145

豊中市立第二中学校　１F廊下灯器具修理 （株）八杉電気商会 市内 20,900

単価契約　市立第二中学校　ガラス修繕料（１月１４日）１枚他 豊中硝子（株） 市内 7,145

豊中市立第二中学校体育館舞台横扉鍵改良修理 日本サッシ工業（株） 市内 46,200

単価契約　市立第二中学校　ガラス修繕料（2月12日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 5,867

豊中市立第二中学校体育館ステージ球替修繕 （株）きしもと 市内 9,460

豊中市立第二中学校北館中央下足室前バルブボックス修繕 （有）山田管工 市内 30,800

第三中学校 豊中市立第三中学校　遠隔施錠システム監視カメラ調整修理 （株）日本セーフティ 市外 599,940

豊中市立第三中学校5号館2F男子トイレ窓修繕 （有）榊建材店 市外 26,400

豊中市立第三中学校　４号館１階階段下倉庫扉修繕 （株）かぎテック 市外 80,311

豊中市立第三中学校1号館1F廊下窓修繕 （有）榊建材店 市外 397,100

豊中市立第三中学校中庭土間修繕 （株）中野工務店 市内 172,150

豊中市立第三中学校体育館前スロープ屋根設置修繕 （株）中野工務店 市内 588,500

豊中市立第三中学校5号館東側スロープ屋根設置修繕 （株）中野工務店 市内 599,500

豊中市立第三中学校1号館1階空調機壁掛エアコン電源改修 （株）有澤電工社 市内 90,200

単価契約　市立第三中学校　ガラス修繕料　一枚他 井上板ガラス 市内 65,992

単価契約　市立第三中学校　ガラス修繕料　１枚他 井上板ガラス 市内 25,781

豊中市立第三中学校第三相談室照明器具他修理 （株）有澤電工社 市内 129,600

豊中市立第三中学校体育館入口土間段差他修繕 中部工業（株） 市内 149,040

豊中市立第三中学校警備員室修繕 （株）小谷工務店 市内 599,400

豊中市立第三中学校　3号館3階男子洋式トイレフラッシュバルブ修繕 （有）ダイシン設備 市内 31,320

豊中市立第三中学校　プール前人研ぎ流し排水管修繕 （有）ダイシン設備 市内 99,360

豊中市立第三中学校プール男子女子トイレ止水栓取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 270,000

豊中市立第三中学校プール女子トイレ給水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 280,800

単価契約　第三中学校　ガラス修繕料（９月２５日）1枚他 井上板ガラス 市内 3,780

豊中市立第三中学校相談室修繕 （株）小谷工務店 市内 247,500

豊中市立第三中学校廊下天井板撤去修繕 青野組（有） 市内 70,400

豊中市立第三中学校運動場水栓柱漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 69,300

単価契約　第三中学校　ガラス修繕料（11月6日）2枚 井上板ガラス 市内 15,620

豊中市立第三中学校プール系統埋設給水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 288,200

豊中市立第三中学校　西側正門鉄扉修繕 青野組（有） 市内 335,940

豊中市立第三中学校1号館1階教室出入口スロープ修繕 （株）小谷工務店 市内 83,490

豊中市立第三中学校体育館屋内消火栓遠隔起動装置他修繕 （株）ダイリン 市内 102,300

豊中市立第三中学校　本館2階男子トイレPS内給水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 73,700

豊中市立第三中学校　外灯不点修理 （株）八杉電気商会 市内 42,900

豊中市立第三中学校プール出入口土間コンクリート他修繕 中部工業（株） 市内 287,100

豊中市立第三中学校1号館1階支援教室照明他修繕 （株）有澤電工社 市内 178,200

豊中市立第三中学校1号館１階支援教室間仕切り修繕 （株）小谷工務店 市内 485,100

豊中市立第三中学校1号館1階女子多目的トイレ改修修繕 （有）ダイシン設備 市内 599,500

単価契約　市立第三中学校　ガラス修繕料（１月29日）１枚他 井上板ガラス 市内 14,608

豊中市立第三中学校1･4･5号館1階出入口スロープ他修繕 中部工業（株） 市内 237,600

豊中市立第三中学校1号館1階女子多目的トイレ修繕 （株）小谷工務店 市内 524,700

豊中市立第三中学校1号館鉄扉スロープ改良修理 日本サッシ工業（株） 市内 139,700

豊中市立第三中学校体育館西側グラウンド土間修繕 中部工業（株） 市内 266,200

豊中市立第三中学校1号館1階女子多目的トイレ電源修理 （株）有澤電工社 市内 53,900

豊中市立第三中学校　１号館２階３階男子トイレ洗面器排水修繕 （有）山田管工 市内 36,630

豊中市立第三中学校職員室棟出入口スロープ修繕 中部工業（株） 市内 225,500

豊中市立第三中学校1号館1階支援教室空調設備修理 （株）きしもと 市内 599,500

第四中学校 豊中市立第四中学校東館３階女子トイレ個室錠前修繕 （株）かぎテック 市外 18,835

豊中市立第四中学校プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 99,360

豊中市立第四中学校　西館西側１階出入口扉錠前交換修繕 （株）かぎテック 市外 97,437

市立第四中学校　職員室出入口扉シリンダー錠修繕 （株）かぎテック 市外 19,393

豊中市立第四中学校3F2-3窓修繕 （有）榊建材店 市外 15,840

豊中市立第四中学校　プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 99,000

豊中市立第四中学校　体育館玄関扉錠前修繕 （株）かぎテック 市外 72,600

豊中市立第四中学校本館4FPTA室前廊下窓修繕 （有）榊建材店 市外 13,200

豊中市立第四中学校本館2階西詰階段窓修繕 （有）榊建材店 市外 41,800

豊中市立第四中学校遠隔施錠システム監視カメラ用モニター交換調整修理 （株）日本セーフティ 市外 103,400

単価契約　市立第四中学校　ガラス修繕料(3月16日)　2枚他 辻ガラス建材 市内 19,778

豊中市立第四中学校プール入口段差解消修繕 （株）中野工務店 市内 82,170

豊中市立第四中学校体育館アリーナ球替修理 （株）きしもと 市内 64,680

豊中市立第四中学校支援学級畳嵩上げ修繕 （株）小谷工務店 市内 222,480
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豊中市立第四中学校本館南側テラスコンクリート通路修繕 中部工業（株） 市内 64,800

豊中市立第四中学校　3階女子便所大便フラッシュバルブ修繕 オーディーエー（株） 市内 77,760

豊中市立第四中学校　屋外体育倉庫ハンガー扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 54,000

豊中市立第四中学校門扉修繕 カンコー外柵（株） 市内 188,028

単価契約　市立第四中学校　ガラス修繕料　１枚他 辻ガラス建材 市内 14,493

豊中市立第四中学校　体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 34,344

豊中市立第四中学校夜間学級用インターホン修繕 藤本電業（株） 市内 29,160

豊中市立第四中学校夜間学級職員室照明器具取替修繕 藤本電業（株） 市内 43,200

豊中市立第四中学校1-4教室床板修理 上原建設（株） 市内 48,600

豊中市立第四中学校　北門門扉ロック錠修繕 （株）小谷工務店 市内 26,460

豊中市立第四中学校西館3階男子便所フラッシュバルブ修理 （有）山田管工 市内 43,200

豊中市立第四中学校職員室室内機水漏れ修理 （株）アオイ冷熱 市内 35,370

豊中市立第四中学校西館1階防火扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 30,240

豊中市立第四中学校1階本館職員女子トイレフラッシュバルブ漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 29,700

豊中市立第四中学校プール付属棟前排水管詰まり修繕 中部工業（株） 市内 66,000

市立第四中学校夜間(職員室)照明不点修理 （株）八杉電気商会 市内 26,400

豊中市立第四中学校東館南側両開スチール扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 94,600

豊中市立第四中学校電気錠解錠ボタン修繕 藤本電業（株） 市内 31,900

豊中市立第四中学校西館3階防火扉他修理 日本サッシ工業（株） 市内 25,300

豊中市立第四中学校1-4，2-5教室床、部分修繕 青野組（有） 市内 165,330

単価契約　市立第四中学校　ガラス修繕料（１２月２５日）6枚他 辻ガラス建材 市内 115,940

豊中市立第四中学校西館2階3年1組出入口扉修繕 （株）小谷工務店 市内 50,600

豊中市立第四中学校1年5組室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 24,090

豊中市立第四中学校本館2階女子トイレフラッシュバルブ修理 （有）山田管工 市内 41,800

豊中市立第四中学校　西館２階男子トイレ入口修繕 （株）小谷工務店 市内 199,100

豊中市立第四中学校非常放送設備不鳴動他修繕 （株）ダイリン 市内 147,400

豊中市立第四中学校　エレベーターホール壁修繕 （株）中野工務店 市内 104,500

第五中学校 豊中市立第五中学校　北館出入口シャッター修繕 （有）榊建材店 市外 27,540

豊中市立第五中学校プール女子更衣室扉修繕 （有）榊建材店 市外 336,420

豊中市立第五中学校エレベータキースイッチ取替修理 フジテック（株）近畿統括本部 市外 76,680

豊中市立第五中学校プール更衣室扉修繕 （有）榊建材店 市外 354,750

豊中市立第五中学校体育館床塗装修繕 旭体育施設（株） 市外 599,500

豊中市立第五中学校1F下足室他窓修繕 （有）榊建材店 市外 420,530

豊中市立第五中学校南館2階支援教室給排水設備設置修理 （有）山田管工 市内 371,800

豊中市立第五中学校プール洗体槽不良部修繕 工商会（株） 市内 343,440

豊中市立第五中学校プール付属棟屋上不良部修繕 工商会（株） 市内 68,040

豊中市立第五中学校　プール槽不良部及び塗装修繕 工商会（株） 市内 594,000

豊中市立第五中学校プールサイド不良部修繕 工商会（株） 市内 421,200

豊中市立第五中学校防火扉レリーズ修繕 田島電気工事 市内 20,900

豊中市立第五中学校　体育館天井灯（光補償装置付）修繕 宮城電設工業（株） 市内 512,600

豊中市立第五中学校太陽光設備パワーコンディショナー修繕 田島電気工事 市内 599,500

豊中市立第五中学校体育館地下感知器取替修繕 （株）ダイリン 市内 33,000

豊中市立第五中学校体育館舞台横扉鍵改良修理 日本サッシ工業（株） 市内 9,900

豊中市立第五中学校階段手摺修繕 上原建設（株） 市内 52,800

第七中学校 豊中市立第七中学校プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 192,240

豊中市立第七中学校3F少人数英語教室窓修繕 （有）榊建材店 市外 33,000

豊中市立第七中学校体育館アリーナ出入口扉修繕 （有）榊建材店 市外 207,900

豊中市立第七中学校防火扉修繕 （有）榊建材店 市外 458,150

豊中市立第七中学校　プール棟男子更衣室外部出入口扉錠前交換修繕 （株）かぎテック 市外 21,670

豊中市立第七中学校本館一階会議室冷媒管修理 （株）アオイ冷熱 市内 522,500

単価契約　市立第七中学校　ガラス修繕料（5/20）　1枚他 中井ガラス店 市内 13,882

豊中市立第七中学校　ﾌﾟｰﾙ女子便所大便器フラッシュ弁取替修理 豊工業(株) 市内 84,240

豊中市立第七中学校外灯不点修理 （株）村上電業社 市内 20,520

豊中市立第七中学校正門鉄扉ゲート修繕 青野組（有） 市内 163,080

単価契約　市立第七中学校　ガラス修繕料　１枚他 中井ガラス店 市内 21,263

豊中市立第七中学校2-1教室床、部分修繕 青野組（有） 市内 65,232

豊中市立第七中学校玄関庇竪樋修繕 （株）井上塗装店 市内 64,800

豊中市立第七中学校3-3教室床、部分修繕 青野組（有） 市内 71,712

単価契約　豊中市立第七中学校　ガラス修繕料　８月１９日　１枚他 中井ガラス店 市内 21,263

単価契約　豊中市立第七中学校　ガラス修繕料　８月19日　１枚他 中井ガラス店 市内 96,141

豊中市立第七中学校本館西側3階男子トイレ小便センサー漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 30,240

単価契約　第七中学校　ガラス修繕料　一枚他 中井ガラス店 市内 15,612

豊中市立第七中学校受信機用バッテリー取替修理 （株）ダイリン 市内 48,600
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豊中市立第七中学校　事務室室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 62,856

単価契約　市立第七中学校　ガラス修繕料　１枚他 中井ガラス店 市内 40,462

単価契約　市立第七中学校　ガラス修繕料　１枚他 中井ガラス店 市内 7,015

単価契約　市立第七中学校　ガラス修繕料　1枚他 中井ガラス店 市内 7,145

豊中市立第七中学校西4階女子便所洋風大便器破損修理 豊工業(株) 市内 144,100

豊中市立第七中学校4階掃除用流し水栓漏水修理 豊工業(株) 市内 23,100

単価契約　市立第七中学校　ガラス修繕料（11月27日）　1枚他 中井ガラス店 市内 48,426

単価契約　市立第七中学校　ガラス修繕料（1月10日）1枚他 中井ガラス店 市内 5,867

豊中市立第七中学校本館東側3階人研手洗場排水トラップ修理 豊工業(株) 市内 82,500

豊中市立第七中学校体育館ステージ感知器他修繕 （株）ダイリン 市内 53,240

豊中市立第七中学校1-3教室床板修理 上原建設（株） 市内 90,200

豊中市立第七中学校　体育館ステージ球替修繕 （株）きしもと 市内 14,740

豊中市立第七中学校1F事務室前廊下灯器具修理 （株）八杉電気商会 市内 20,900

第八中学校 豊中市立第八中学校におけるガス栓修理 大阪瓦斯（株）ネットワークカンパニー　北東部導管部 市外 6,864

豊中市立第八中学校東門階段下スロープ修繕 中部工業（株） 市内 266,200

豊中市立第八中学校多目的室他照明修理 田島電気工事 市内 27,939

単価契約　市立第八中学校　ガラス修繕料　（4月1日）1枚他 中井ガラス店 市内 18,005

豊中市立第八中学校　第一音楽室室外機修理 （株）アオイ冷熱 市内 114,642

単価契約　豊中市立第八中学校　ガラス修繕料　７月２５日　１枚他 中井ガラス店 市内 26,714

豊中市立第八中学校　埋設給水管漏水修理 豊工業(株) 市内 583,200

豊中市立第八中学校　中庭人研流し台排水トラップ取替修理 豊工業(株) 市内 73,440

豊中市立第八中学校　中庭人研流し台水栓取替修理 豊工業(株) 市内 61,560

豊中市立第八中学校屋外時計修繕 田島電気工事 市内 37,800

豊中市立第八中学校3号館1階防火扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 30,240

単価契約　市立第八中学校　ガラス修繕料　１枚他 中井ガラス店 市内 21,716

単価契約　市立第八中学校　ガラス修繕料（10/28）1枚他 中井ガラス店 市内 10,304

豊中市立第八中学校普通教室棟屋外汚水管詰まり清掃・修繕 中部工業（株） 市内 111,100

豊中市立第八中学校体育館感知器他修繕 （株）ダイリン 市内 42,625

豊中市立第八中学校　体育館天井灯（光補償装置付）修繕 （株）有澤電工社 市内 500,500

豊中市立第八中学校3階1年1組教室出入口建具修繕 （株）小谷工務店 市内 85,800

第九中学校 単価契約　市立第九中学校　ガラス修繕料(3月26日)　24m 橋本硝子 市外 14,256

豊中市立第九中学校下足室扉修繕 （有）榊建材店 市外 405,900

単価契約　市立第九中学校　ガラス修繕料　（4/23）1枚他 橋本硝子 市外 9,288

単価契約　市立第九中学校　ガラス修繕料（６月１４日）　１枚他 橋本硝子 市外 33,296

豊中市立第九中学校　(別館/１階男子トイレ)自動ハイタンクバルブ部品取替修繕 （株）タイテック 市外 148,500

単価契約　市立第九中学校　ガラス修繕料（１月２４日）１枚 橋本硝子 市外 6,534

単価契約　豊中市立第九中学校　ガラス修繕料（３月１２日）1枚他 橋本硝子 市外 21,835

豊中市立第九中学校下足室出入口扉修繕 （有）榊建材店 市外 110,000

豊中市立第九中学校プールサイド土間破損箇所修繕 中部工業（株） 市内 157,680

豊中市立第九中学校渡り廊下天井EXPJ廻り修繕 （株）井上塗装店 市内 128,520

豊中市立第九中学校音楽室照明修繕 田島電気工事 市内 61,495

豊中市立第九中学校3年7組空調機修理 オーディーエー（株） 市内 146,880

豊中市立第九中学校A棟1階男女トイレ点検口蓋開閉修繕 中部工業（株） 市内 38,500

豊中市立第九中学校屋外灯修繕 田島電気工事 市内 128,700

豊中市立第九中学校B棟1階西側屋外汚水管木根除去及び東側屋外汚水管取替修繕 中部工業（株） 市内 595,100

豊中市立第九中学校体育館鉄扉鍵修理 日本サッシ工業（株） 市内 17,600

豊中市立第九中学校消火ポンプ廻り修繕 オーディーエー（株） 市内 168,300

豊中市立第九中学校ハンドホール蓋修理 田島電気工事 市内 116,600

豊中市立第九中学校防排煙設備他修繕 （株）ダイリン 市内 163,900

豊中市立第九中学校　2年1組他照明器具修理 （株）八杉電気商会 市内 88,000

豊中市立第九中学校C棟2階男子トイレ洋風大便器押釦漏水修理 （有）山田管工 市内 18,700

庄内さくら学園中学校 豊中市立第十中学校におけるガス栓修理 大阪瓦斯（株）ネットワークカンパニー　北東部導管部 市外 6,292

豊中市立第十中学校　プール棟男子トイレ女子トイレ出入口錠前交換修繕 （株）かぎテック 市外 35,856

豊中市立第十中学校　遠隔施錠システム　カメラ用モニター・カールコード交換調整修理 （株）日本セーフティ 市外 106,810

豊中市立第十中学校2-2窓修繕 （有）榊建材店 市外 22,440

豊中市立第十中学校遠隔施錠システムインターホン調整修理 （株）日本セーフティ 市外 120,450

豊中市立第十中学校1F～4F廊下灯スイッチ修理 （株）八杉電気商会 市内 253,000

豊中市立第十中学校少人数教室他照明器具修理 （株）八杉電気商会 市内 88,000

豊中市立第十中学校3階男子便所小便・4階女子便所大便フラッシュバルブ修繕 オーディーエー（株） 市内 87,480

豊中市立第十中学校　3年1組　天吊形エアコン修理 （株）アオイ冷熱 市内 17,334

豊中市立第十中学校　2年2組天吊形エアコン修理 （株）アオイ冷熱 市内 17,334

豊中市立第十中学校2階トイレ入口ドア修繕 青野組（有） 市内 49,680

豊中市立第十中学校3階調理室照明修繕 田島電気工事 市内 26,676
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豊中市立第十中学校　3階少人数教室空調機配管設備修繕 （株）アオイ冷熱 市内 279,180

豊中市立第十中学校　４階少人数教室空調機配管設備修繕 （株）アオイ冷熱 市内 247,752

豊中市立第十中学校調理室混合水栓修理 豊工業(株) 市内 30,240

豊中市立第十中学校　4階西側男女トイレフラッシュバルブ漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 48,600

単価契約　市立第十中学校　ガラス修繕料　1枚他 中井ガラス店 市内 10,551

豊中市立第十中学校　西側2階男子便所小便器破損取替修理 豊工業(株) 市内 162,800

単価契約　第十中学校　ガラス修繕料　(11月8日）1枚他 中井ガラス店 市内 5,275

豊中市立第十中学校階段照明スイッチ修繕 田島電気工事 市内 4,840

豊中市立第十中学校1F・3F・4F廊下灯器具修理 （株）八杉電気商会 市内 55,000

単価契約　市立第十中学校　ガラス修繕料（1月10日）１枚他 中井ガラス店 市内 5,275

豊中市立第十中学校多目的室扉引戸錠取替修理 日本サッシ工業（株） 市内 22,000

単価契約　第十中学校　ガラス修繕料（1月21日）１枚他 中井ガラス店 市内 5,275

豊中市立第十中学校　トイレドア修繕 青野組（有） 市内 232,100

単価契約　市立第十中学校　ガラス修繕料（2月27日）１枚他 中井ガラス店 市内 13,332

豊中市立第十中学校　校舎西側２階女子トイレＦＶ止水不良修繕 （有）山田管工 市内 58,300

豊中市立第十中学校屋上高架水槽修繕 （株）井上塗装店 市内 157,300

豊中市立第十中学校　教室天井ボード修繕 青野組（有） 市内 412,280

豊中市立第十中学校支援対応3階女子トイレ他修繕 （有）ダイシン設備 市内 547,800

豊中市立第十中学校　3階東女子トイレ修繕 （株）小谷工務店 市内 35,200

単価契約　市立第10中学校　ガラス修繕料（3月30日）1枚他 中井ガラス店 市内 55,869

第十一中学校 単価契約　市立第十一中学校　ガラス修繕料（5/22）１枚 橋本硝子 市外 8,532

豊中市立第十一中学校　家庭科室ガス栓・体育館行き配管ガス漏れ修繕 大阪瓦斯（株）ネットワークカンパニー　北東部導管部 市外 79,925

単価契約　豊中市立第十一中学校　ガラス修繕料　１枚他 橋本硝子 市外 8,532

豊中市立第十一中学校における新館行き地中埋設部ガス管修理 大阪瓦斯（株）ネットワークカンパニー　北東部導管部 市外 51,327

豊中市立第十一中学校　3F2-2窓修繕 （有）榊建材店 市外 21,600

単価契約　市立第十一中学校　ガラス修繕料　一枚他 橋本硝子 市外 11,340

豊中市立第十一中学校北館4F廊下東詰窓修繕 （有）榊建材店 市外 36,300

単価契約　第十一中学校　ガラス修繕料（11月22日）1枚 橋本硝子 市外 8,690

単価契約　市立第十一中学校　ガラス修繕料（12月18日）１枚他 橋本硝子 市外 25,630

単価契約　市立第十一中学校　ガラス修繕料（9月18日）1枚 橋本硝子 市外 17,064

単価契約　第十一中学校　ガラス修繕料（1月27日）1枚 橋本硝子 市外 4,620

単価契約　市立第十一中学校　ガラス修繕料（2月13日）1枚他 橋本硝子 市外 21,835

単価契約　市立第十一中学校　ガラス修繕料（２月２１日）１枚 橋本硝子 市外 17,380

豊中市立第十一中学校北館2F3-3前廊下窓修繕 （有）榊建材店 市外 28,160

豊中市立第十一中学校渡り廊下防水不良部修繕 工商会（株） 市内 198,550

豊中市立第十一中学校2年8組・学習室窓手摺修繕 （株）井上塗装店 市内 527,560

豊中市立第十一中学校　職員室天吊形エアコン修理 （株）アオイ冷熱 市内 17,334

豊中市立第十一中学校保健室室内機水漏れ修理 （株）アオイ冷熱 市内 21,384

豊中市立第十一中学校北館2階絶縁修繕 田島電気工事 市内 43,200

豊中市立第十一中学校グラウンド体育館前側溝修繕 中部工業（株） 市内 81,000

豊中市立第十一中学校　体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 31,428

豊中市立第十一中学校第2理科室照明修繕 田島電気工事 市内 26,676

豊中市立第十一中学校　3年2組室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 87,642

豊中市立第十一中学校　職員室室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 99,954

豊中市立第十一中学校　１年４組室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 90,018

豊中市立第十一中学校　屋外中央階段付近給水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 237,600

豊中市立第十一中学校1年7組室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 18,792

豊中市立第十一中学校本館階段室アルミ窓修理 日本サッシ工業（株） 市内 8,640

豊中市立第十一中学校１－３組照明修繕 田島電気工事 市内 26,676

豊中市立第十一中学校1-3組黒板灯修繕 田島電気工事 市内 99,360

豊中市立第十一中学校プールシャワー用バルブ修繕 （有）ダイシン設備 市内 226,800

豊中市立第十一中学校3年4組室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 98,780

豊中市立第十一中学校玄関照明修繕 田島電気工事 市内 78,100

豊中市立第十一中学校3階調理室コンセント修繕 田島電気工事 市内 47,300

豊中市立第十一中学校1年2組室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 99,000

豊中市立第十一中学校屋外照明他修繕 田島電気工事 市内 170,500

豊中市立第十一中学校屋上高架水槽修繕 （株）井上塗装店 市内 217,800

豊中市立第十一中学校南館中央入口付近雨水排水管修繕 中部工業（株） 市内 170,500

豊中市立第十一中学校消火充水槽液面リレー修繕 田島電気工事 市内 198,000

豊中市立第十一中学校図書室照明修繕 田島電気工事 市内 135,300

豊中市立第十一中学校　体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 89,870

豊中市立第十一中学校キュービクル塗装修繕 田島電気工事 市内 257,400

豊中市立第十一中学校　集塵機修繕 オーディーエー（株） 市内 319,000
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豊中市立第十一中学校南館1階廊下床修繕 （株）中野工務店 市内 596,200

豊中市立第十一中学校体育館周辺排水管他修繕 中部工業（株） 市内 271,700

豊中市立第十一中学校北館3F男子トイレ天井修繕 （株）中野工務店 市内 96,800

豊中市立第十一中学校北館2F廊下天井修繕 （株）中野工務店 市内 82,500

豊中市立第十一中学校体育館アリーナ照明取替修理 （株）有澤電工社 市内 588,500

豊中市立第十一中学校体育館アリーナ照明取替修理 （株）有澤電工社 市内 596,200

豊中市立第十一中学校北館3階調理室配線器具修理 （株）きしもと 市内 13,200

豊中市立第十一中学校2年2組室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 87,560

豊中市立第十一中学校1F廊下灯照明器具他修理 （株）八杉電気商会 市内 44,000

豊中市立第十一中学校　体育館ステージ球替修繕 （株）きしもと 市内 10,120

第十二中学校 豊中市立第十二中学校南館2階(3-3・3-4)空調機修繕 ケイラインエンジニアリング（株）　茨木事業所 市外 28,188

豊中市立第十二中学校北館1F廊下北側扉修繕 （有）榊建材店 市外 24,200

豊中市立第十二中学校北館3F廊下窓修繕 （有）榊建材店 市外 28,600

豊中市立第十二中学校北館他窓修繕 （有）榊建材店 市外 110,880

豊中市立第十二中学校南館2F3-1窓修繕 （有）榊建材店 市外 28,600

豊中市立第十二中学校　北館４階階段室防火扉修繕 （有）榊建材店 市外 66,000

豊中市立第十二中学校運動場夜間照明設備　照明器具（ハロゲンランプ→LED照明）取替修繕 （株）きしもと 市内 599,500

豊中市立第十二中学校2階男子トイレSK修繕 オーディーエー（株） 市内 66,960

豊中市立第十二中学校消火ポンプ室片開鉄扉修理 日本サッシ工業（株） 市内 112,320

豊中市立第十二中学校　体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 99,900

豊中市立第十二中学校南校舎1階男子便所天井内排水管漏水修理 豊工業(株) 市内 99,360

豊中市立第十二中学校4階手洗場流し漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 203,040

単価契約　市立第十二中学校　ガラス修繕料　一枚他 千野硝子建材 市内 14,148

豊中市立第十二中学校　外部エキスパンションジョイントカバー修繕 （株）小谷工務店 市内 405,000

単価契約　市立第十二中学校　ガラス修繕料　1枚他 千野硝子建材 市内 67,738

豊中市立第十二中学校用具倉庫横マンホール枠破損修繕 中部工業（株） 市内 52,800

豊中市立第十二中学校運動場南側散水栓破損取替修理 豊工業(株) 市内 77,000

豊中市立第十二中学校体育館東側、内壁浮き部分修繕 青野組（有） 市内 364,870

豊中市立第十二中学校西門袖壁修繕 青野組（有） 市内 296,450

豊中市立第十二中学校変圧器取替修理 （株）村上電業社 市内 561,000

豊中市立第十二中学校キュービクル内高圧配線修理 （株）村上電業社 市内 272,800

豊中市立第十二中学校防火戸自動開閉装置他修繕 （株）ダイリン 市内 108,350

単価契約　豊中市立第十二中学校　ガラス修繕料（３月２５日）１枚他 千野硝子建材 市内 5,808

豊中市立第十二中学校　屋上高架水槽修繕 （株）井上塗装店 市内 169,400

第十三中学校 豊中市立第十三中学校プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 75,600

豊中市立第十三中学校　北館階段2階踊り場小窓修繕 （株）かぎテック 市外 39,636

豊中市立第十三中学校4階コンピューター室　室外機修繕 ケイラインエンジニアリング（株）　茨木事業所 市外 17,539

豊中市立第十三中学校プールサイド修繕 旭体育施設（株） 市外 267,300

豊中市立第十三中学校　体育館床塗装修繕 旭体育施設（株） 市外 599,500

豊中市立第十三中学校体育館バトミントンコートライン他修繕 旭体育施設（株） 市外 159,500

豊中市立第十三中学校コンピューター室室外機修繕 ケイラインエンジニアリング（株）　茨木事業所 市外 15,268

豊中市立第十三中学校金工室室外機修理 （株）アオイ冷熱 市内 221,980

豊中市立第十三中学校　4階渡り廊下ネット修繕 カンコー外柵（株） 市内 491,524

豊中市立第十三中学校プール南側階段壁修繕 （株）中野工務店 市内 118,800

豊中市立第十三中学校　コンセント設備修繕(金工室) （株）きしもと 市内 99,360

豊中市立第十三中学校　コンセント設備修繕(被服室) （株）きしもと 市内 74,844

単価契約　市立第十三中学校　ガラス修繕料　コーキング5ｍ他 豊中硝子（株） 市内 5,076

豊中市立第十三中学校プール便所各所修理 オーディーエー（株） 市内 275,400

豊中市立第十三中学校4階階段手摺り修繕 青野組（有） 市内 118,368

豊中市立第十三中学校　1年3組空調機修理 （株）アオイ冷熱 市内 224,510

市立第十三中学校　図工室作業台修繕 （株）オリオン商会 市内 99,360

豊中市立第十三中学校南館4階1年2組前手洗場給水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 266,760

豊中市立第十三中学校　1年2組空調機修理 （株）アオイ冷熱 市内 142,635

豊中市立第十三中学校南館4階1-5~1-6廊下天井修繕 （株）中野工務店 市内 299,700

豊中市立第十三中学校西館3・4階女子トイレブース修繕 （株）中野工務店 市内 275,400

豊中市立第十三中学校西館1・2階女子トイレブース修繕 （株）中野工務店 市内 264,600

豊中市立第十三中学校プレイルームアコーディオンカーテン取付修繕 青野組（有） 市内 391,500

豊中市立第十三中学校　南館4階1-1~1-4廊下天井修繕 （株）中野工務店 市内 286,200

豊中市立第十三中学校体育館屋根不良部修繕 工商会（株） 市内 66,000

豊中市立第十三中学校　体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 9,570

豊中市立第十三中学校金工室室外機修理 （株）アオイ冷熱 市内 98,890

豊中市立第十三中学校1年6組室外機修理 （株）アオイ冷熱 市内 299,970

豊中市立第十三中学校北館階段室アルミ押し出し窓修理 日本サッシ工業（株） 市内 23,100
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豊中市立第十三中学校西館2階男子トイレ天井内漏水他修繕 （有）ダイシン設備 市内 173,800

豊中市立第十三中学校コンピューター室スイッチ修理 （株）八杉電気商会 市内 25,300

豊中市立第十三中学校防排煙設備用バッテリー取替修繕 （株）ダイリン 市内 31,350

豊中市立第十三中学校金工室室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 35,310

豊中市立第十三中学校体育館男子トイレ建具修理 日本サッシ工業（株） 市内 45,100

豊中市立第十三中学校金工室室内外機修理 （株）アオイ冷熱 市内 242,110

豊中市立第十三中学校　被服室室内外機修理 （株）アオイ冷熱 市内 260,480

第十四中学校 豊中市立第十四中学校プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 99,360

豊中市立第十四中学校特別棟2階第2理科室実験台化学水栓取替修理 （有）ダイシン設備 市内 99,900

単価契約　市立第十四中学校　ガラス修繕料　１枚他 豊中硝子（株） 市内 56,285

豊中市立第十四中学校　特別棟2階第2理科室実験台化学水栓取替修理 （有）ダイシン設備 市内 96,660

豊中市立第十四中学校　3年4組天吊形エアコン修理 （株）アオイ冷熱 市内 17,334

単価契約　市立第十四中学校　ガラス修繕料　１枚 豊中硝子（株） 市内 47,628

豊中市立第十四中学校　職員室室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 87,642

市立第十四中学校和式便器フラッシュバルブ修理 ロート・ルーターサービス（株）大阪 市内 22,032

単価契約　豊中市立第十四中学校　ガラス修繕料（７月１９日）ビート900ｍ他 豊中硝子（株） 市内 4,104

豊中市立第十四中学校下足室出入口前会所修繕 中部工業（株） 市内 70,200

豊中市立第十四中学校プールシャワー漏水修理 （有）山田管工 市内 59,940

豊中市立第十四中学校南校舎外部陥没修繕 （有）山田管工 市内 50,760

豊中市立第十四中学校体育教官室コンセント修繕 田島電気工事 市内 12,960

単価契約　市立第十四中学校　ガラス修繕料（12月10日）1枚他 豊中硝子（株） 市内 7,205

豊中市立第十四中学校　体育館空気管修繕 （株）ダイリン 市内 56,100

豊中市立第十四中学校職員室照明器具修理 （株）八杉電気商会 市内 20,900

豊中市立第十四中学校管理棟1階男子便所洗面器排水修繕 （有）山田管工 市内 31,900

単価契約　豊中市立第十四中学校　ガラス修繕料（３月２６日）2枚他 豊中硝子（株） 市内 72,600

第十五中学校 豊中市立第十五中学校2年4組黒板灯修理 （株）八杉電気商会 市内 85,800

豊中市立第十五中学校　4階音楽室壁不良部修繕 （株）中野工務店 市内 99,550

豊中市立第十五中学校東側運動場出入口スロープ他修繕 中部工業（株） 市内 243,650

豊中市立第十五中学校高圧ケーブル修理 田島電気工事 市内 89,980

豊中市立第十五中学校屋上高架水槽他遮光修繕 （株）井上塗装店 市内 520,300

豊中市立第十五中学校会所周り陥没修繕 中部工業（株） 市内 93,960

豊中市立第十五中学校配管トレンチ内漏水修理 （有）山田管工 市内 142,560

豊中市立第十五中学校体育館天井灯(光補償装置付)修繕 （株）きしもと 市内 486,000

豊中市立第十五中学校支柱/ネット修繕 カンコー外柵（株） 市内 82,500

豊中市立第十五中学校プールサイド土間他修繕 中部工業（株） 市内 67,100

豊中市立第十五中学校　自動火災報知設備誤報対応修繕 （株）ダイリン 市内 39,600

単価契約　市立第十五中学校　ガラス修繕料（9月30日）2枚 井上板ガラス 市内 17,712

単価契約　市立第十五中学校　ガラス修繕料（11月14日）　１枚他 井上板ガラス 市内 14,231

豊中市立第十五中学校消火管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 66,000

豊中市立第十五中学校プール機械室天井修繕 青野組（有） 市内 396,000

豊中市立第十五中学校多目的教室感知器修繕 （株）ダイリン 市内 61,710

単価契約　第十五中学校　ガラス修繕料（1月28日）１枚他 井上板ガラス 市内 17,320

単価契約　第十五中学校　ガラス修繕料（２月１９日）1枚他 井上板ガラス 市内 10,234

豊中市立第十五中学校3-5組他照明修理 田島電気工事 市内 113,300

豊中市立第十五中学校2階男子トイレ掃除用具扉修繕 青野組（有） 市内 16,500

単価契約　市立第十五中学校　ガラス修繕料（３月１８日）１枚他 井上板ガラス 市内 7,145

豊中市立第十五中学校防火戸ラッチ式レリーズ修繕 （株）ダイリン 市内 104,500

第十六中学校 豊中市立第十六中学校プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 25,920

豊中市立第十六中学校南館階段室踊り場窓修繕 （有）榊建材店 市外 27,500

豊中市立第十六中学校3-4窓修繕 （有）榊建材店 市外 61,820

豊中市立第十六中学校遠隔施錠システム監視カメラ用モニター交換調整修理 （株）日本セーフティ 市外 112,200

豊中市立第十六中学校プール分電盤絶縁修理 田島電気工事 市内 93,960

豊中市立第十六中学校3階男子便所改修 （有）山田管工 市内 257,580

豊中市立第十六中学校　音楽室2室外機修理 （株）アオイ冷熱 市内 99,792

豊中市立第十六中学校EVモニター修繕 日研電気（株） 市内 43,200

豊中市立第十六中学校　体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 37,044

単価契約　市立第十六中学校　ガラス修繕料(4月25日)　1枚　他 千野硝子建材 市内 6,501

豊中市立第十六中学校　用務員室流し台排水管トラップ漏水修理 （有）ダイシン設備 市内 34,560

豊中市立第十六中学校　校長室天吊形エアコン修理 （株）アオイ冷熱 市内 18,792

豊中市立第十六中学校1F・2F廊下灯器具修理 （株）八杉電気商会 市内 60,480

豊中市立第十六中学校1年1組室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 18,792

豊中市立第十六中学校あけびの部屋室内機水漏れ修理 （株）アオイ冷熱 市内 18,684

単価契約　市立第十六中学校　ガラス修繕料（11/11）　1枚他 千野硝子建材 市内 9,020
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豊中市立第十六中学校北面フェンス修繕 （株）輝栄建設 市内 499,400

豊中市立第十六中学校　プール補給水バルブ取替修繕 （有）ダイシン設備 市内 242,000

豊中市立第十六中学校　照明設備修繕（体育館玄関） （株）きしもと 市内 99,000

豊中市立第十六中学校体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 48,070

市立第十六中学校　ガラス修繕料（1月7日）1枚他 千野硝子建材 市内 43,472

豊中市立第十六中学校南館東階段室感知器修繕 （株）ダイリン 市内 46,200

豊中市立第十六中学校体育館アリーナ照明取替修理 （株）きしもと 市内 557,700

豊中市立第十六中学校南館1階東男子洋式便器修理 （有）山田管工 市内 45,540

単価契約　市立第十六中学校　ガラス修繕料（２月５日）１枚 千野硝子建材 市内 9,020

単価契約　市立第十六中学校　ガラス修繕料(2月5日）1枚他 千野硝子建材 市内 7,172

豊中市立第十六中学校体育館天井灯(光補償装置付)修繕 （株）きしもと 市内 434,500

市立第十六中学校　支援ルーム畳交換 （有）おおかわ 市内 46,200

豊中市立第十六中学校体育館ステージ球替修繕 （株）きしもと 市内 9,350

豊中市立第十六中学校体育館アリーナ照明取替修理 （株）きしもと 市内 550,000

豊中市立第十六中学校湯沸室流し排水修繕 （有）山田管工 市内 29,040

豊中市立第十六中学校　南館3階男子トイレ手摺修繕 （株）小谷工務店 市内 46,200

第十七中学校 豊中市立第十七中学校遠隔施錠システム監視モニター調整修理 （株）日本セーフティ 市外 33,880

豊中市立第十七中学校本館渡り廊下剥落防止ネット設置修繕 旭体育施設（株） 市外 412,500

豊中市立第十七中学校特教棟渡り廊下剥落防止ネット設置修繕 旭体育施設（株） 市外 383,900

豊中市立第十七中学校　プール濾過器修理 誠水エンタープライズ（有） 市外 99,000

豊中市立第十七中学校3-3，3-4ドア修繕 青野組（有） 市内 99,000

豊中市立第十七中学校体育館アリーナ球替修繕 （株）きしもと 市内 82,390

【過年度分】市立第十七中　ガラス修繕料　１枚 辻ガラス建材 市内 14,904

豊中市立第十七中学校男子職員トイレ改修修理 （有）山田管工 市内 531,360

豊中市立第十七中学校廊下・渡り廊下天井張り替え修繕 （株）中野工務店 市内 151,200

単価契約　市立第十七中学校　ガラス修繕料　1枚他 辻ガラス建材 市内 53,244

豊中市立第十七中学校美術室他照明器具修理 （株）八杉電気商会 市内 83,160

豊中市立第十七中学校廊下・階段・教室床修繕 （株）中野工務店 市内 556,200

豊中市立第十七中学校1年5組室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 30,996

豊中市立第十七中学校第二音楽室他照明修理 田島電気工事 市内 92,242

豊中市立第十七中学校防排煙設備用感知器取替修理 （株）ダイリン 市内 26,460

豊中市立第十七中学校自火報誤報感知器他取替修理 （株）ダイリン 市内 121,000

豊中市立第十七中学校　渡り廊下モルタル剥落危険部撤去修繕 工商会（株） 市内 66,440

豊中市立第十七中学校　プール系統埋設給水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 256,300

豊中市立第十七中学校体育館消防設備修理 （株）きしもと 市内 37,730

豊中市立第十七中学校2年4組他2カ所器具修理 （株）八杉電気商会 市内 72,600

豊中市立第十七中学校職員室前雨水排水管取替修繕 中部工業（株） 市内 70,400

豊中市立第十七中学校　運動場北東側プール系統給水管漏水修繕 （有）ダイシン設備 市内 154,000

豊中市立第十七中学校体育館裏陥没箇所修繕 中部工業（株） 市内 80,850

豊中市立第十七中学校消防設備修繕 （株）ダイリン 市内 84,370

豊中市立第十七中学校体育館漏水修繕 工商会（株） 市内 151,800

豊中市立第十七中学校教室棟トイレ壁面タイル修繕 （株）中野工務店 市内 165,000

市立十七中学校　湯沸室湯沸し器ガス栓修理 （株）辻中 市内 11,330

豊中市立第十七中学校第1美術室他器具修理 （株）八杉電気商会 市内 61,600

豊中市立第十七中学校　職員室排水修理 （有）山田管工 市内 286,000

豊中市立第十七中学校体育館小窓木製建具修繕 青野組（有） 市内 243,650

第十八中学校 豊中市立第十八中学校　理科室戸棚錠前鍵修繕 （株）かぎテック 市外 18,360

豊中市立第十八中学校体育館アリーナ球替修理 （株）きしもと 市内 126,720

豊中市立第十八中学校3年2組照明器具修理 （株）八杉電気商会 市内 66,000

豊中市立第十八中学校　１年２組室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 18,846

豊中市立第十八中学校体育館前渡り廊下軒樋修繕 青野組（有） 市内 510,570

豊中市立第十八中学校理科準備室照明修理 田島電気工事 市内 27,939

豊中市立第十八中学校北東門土間タイル張替え修繕 （株）中野工務店 市内 297,000

豊中市立第十八中学校南東門・中庭土間タイル張替え修繕 （株）中野工務店 市内 205,200

豊中市立第十八中学校エレベーターピット内部漏水修繕 工商会（株） 市内 496,800

豊中市立第十八中学校プール建屋他スチール建具修理 日本サッシ工業（株） 市内 74,800

豊中市立第十八中学校エレベーターピット床部修繕 工商会（株） 市内 128,700

豊中市立第十八中学校外壁剥落危険部撤去他修繕 工商会（株） 市内 150,480

単価契約　市立第十八中学校　ガラス修繕料（12月2日）１枚他 辻ガラス建材 市内 29,634

豊中市立第十八中学校学習室2器具修理 （株）八杉電気商会 市内 25,850

単価契約　第十八中学校　ガラス修繕料（１月２８日）1枚他 辻ガラス建材 市内 19,822

豊中市立第十八中学校3年3組室内機修理 （株）アオイ冷熱 市内 19,140

豊中市立第十八中学校2年1組他照明器具修理 （株）八杉電気商会 市内 75,900

豊中市立第十八中学校　支援教室　畳表替え （有）おおかわ 市内 39,215
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ルシオーレ 螢池公民館５階美術室(工作室)水栓不良取替修繕一式　34,100円(消費税3,100円含む) 豊工業(株) 市内 34,100

豊中市教育センター廊下照明器具修理代 6,696円 （株）きしもと 市内 6,696

7階女子トイレ洋式便器修理代　8,640円 ロート・ルーターサービス（株）大阪 市内 8,640

パスポートセンター入り口照明修繕　金額19,980円（消費税含む） 西田電気（株） 市内 19,980

教育センター　バルコニー出入口建具修繕料　38,340円 （株）小谷工務店 市内 38,340

蛍池公民館調理室ＩＨ調理家具取替修理一式（内容は別添請求明細のとおり）　78,300円（うち、消費税5,800円） （株）きしもと 市内 78,300

螢池公民館　女子トイレ洗面照明取替一式　40,500円、消費税4,050円、計44,550円 西田電気（株） 市内 44,550

螢池公民館第１集会場照明器具故障修繕一式　30,420円、消費税3,042円、合計33,462円 西田電気（株） 市内 33,462

教育センター　PC室照明器具修理代　16,500円 （株）きしもと 市内 16,500

6階女子トイレ便器修理代　25,300,円 ロート・ルーターサービス（株）大阪 市内 25,300

西丘こども園 西丘こども園　手洗い場排水管修繕　金額：131,760円（税込） ハウス・ドレイン・サービス 市外 131,760

西丘こども園　プール遮光シート修繕　435,780円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 435,780

西丘こども園　園庭側溝設置修繕　298,650円（消費税込み） （有）西岡建設 市内 298,650

西丘こども園　ガラス修繕料　コーキング　2ｍ　3,388円（消費税込み） 豊中硝子（株） 市内 3,388

西丘こども園　倉庫照明器具取替修繕　金額：19,140円（消費税込み） （株）きしもと 市内 19,140

西丘こども園　畳表替修繕　数量：12　55,440円（消費税込み） 能登田製畳（株） 市内 55,440

西丘こども園　給食調理室外部敷居修繕　25,080円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 25,080

豊中市立西丘こども園他14園　消防設備不備箇所修繕　金額：520,014円（税込） （有）ユタカ防災 市内 520,014

東丘こども園 東丘こども園　電源配線修繕　43,632円（消費税込み） （株）きしもと 市内 43,632

東丘こども園　通路　防炎カーテン設置修繕　金額：40,266円（税込） 室内装飾カネヤ 市内 40,266

東丘こども園　配膳室溝蓋取替え修繕　49,680円（消費税込み） （有）西岡建設 市内 49,680

豊中市立東丘こども園　玄関前天井修繕他　金額：52,920円（税込） （株）小谷工務店 市内 52,920

旭丘こども園 旭丘こども園　厨房漏水修繕　金額：64,800円（税込） （株）井上塗装店 市内 64,800

市立旭丘こども園　遮光ネットワイヤー修繕　金額：61,560円（税込） （株）中野工務店 市内 61,560

旭丘こども園　ぞう組照明器具取替修繕　19,872円（消費税込み） （株）きしもと 市内 19,872

旭丘こども園　放送設備修繕　169,020円（消費税込み） （株）きしもと 市内 169,020

東豊中複合施設 東豊中こども園　消防設備不良箇所修繕　598,320円（消費税込み） 第一防災（株） 市外 598,320

東豊中こども園　園庭日除けシート修繕　金額：172,800円.（税込） （株）中野工務店 市内 172,800

東豊中こども園　埋込型照明器具取替修繕　120,096円（消費税込み） （株）きしもと 市内 120,096

東豊中こども園　厨房空調機修繕　592,920円（消費税込み） （株）きしもと 市内 592,920

東豊中複合施設4F東豊中校区福祉委員会室エアコン修理　315,360円(税込) 豊工業(株) 市内 315,360

東豊中こども園　職員出入口修繕　59,400円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 59,400

東豊中こども園　通用門門扉修繕　227,700円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 227,700

東豊中こども園　廊下照明器具取替修繕　40,700円（消費税込み） （株）きしもと 市内 40,700

東豊中こども園　厨房内水栓更新修繕　45,100円（消費税込み） ササベ設備（株） 市内 45,100

東豊中複合施設　屋上吸収式冷温水発生器不具合修繕　金額：51,700円（税込） 豊工業(株) 市内 51,700

東豊中こども園　園庭漏水緊急修繕　金額：594,000円（税込） 豊工業(株) 市内 594,000

東豊中複合施設　消防設備不備箇所修繕　金額：362,824円（税込） （有）ユタカ防災 市内 362,824

北緑丘こども園 市立北緑丘こども園外灯設備修繕　金額：34,100円（税込） （株）きしもと 市内 34,100

桜井谷こども園 桜井谷こども園　放送設備修繕　134,568円（消費税込み） （株）きしもと 市内 134,568

桜井谷こども園　フェンス基礎・配膳室側溝修繕　金額：124,200円（消費税込み） （有）西岡建設 市内 124,200

豊中市立桜井谷こども園　自転車置場屋根シート修繕　金額：54,000円（消費税込み） （株）中野工務店 市内 54,000

市立桜井谷こども園　更衣室空調機修繕　金額：95,256円（消費税込み） （株）きしもと 市内 95,256

市立桜井谷こども園　休憩室コンセント取替修繕　金額：3,888円（消費税込み） （株）きしもと 市内 3,888

桜井谷こども園　ぞう組空調機器修繕　金額：48,384円（消費税込み） （株）きしもと 市内 48,384

桜井谷こども園　ホール柵用防炎カーテン設置修繕　金額：14,148円（税込） 室内装飾カネヤ 市内 14,148

桜井谷こども園　くま組空調機緊急修繕　494,640円（消費税込み） （株）きしもと 市内 494,640

桜井谷こども園　1階トイレ便器取替修繕【和式⇔洋式】　288,200円（消費税込み） （有）ダイシン設備 市内 288,200

桜井谷こども園　トイレ土間マンホール蓋取替修繕　金額：96,470円（税込） 中部工業（株） 市内 96,470

小曽根こども園 小曽根こども園　空調機室内機分解洗浄及びドレンポンプ交換修繕　71,500円（消費税込み）債権者：三菱システムサービス株式会社　住所：大阪市西淀川区御幣島2-17-20　所 三菱電機システムサービス株式会社 市外 71,500

小曽根こども園　ガラス修繕　金額：17,064円（税込） （有）井上板ガラス 市内 17,064

小曽根こども園　北側外壁塗装他修繕　金額：152,496円（税込） 工商会（株） 市内 152,496

小曽根こども園　2階トイレ設備修繕　569,160円（消費税込み） （有）ダイシン設備 市内 569,160

豊中市立小曽根こども園　プールシャワー水栓更新修繕　金額：216,000円（税込） ササベ設備（株） 市内 216,000

小曽根こども園　２階保育室棚固定修繕　金額：25,300円（税込） （株）小谷工務店 市内 25,300

小曽根こども園　畳表替修繕　他　44,550円（消費税込み） （有）おおかわ 市内 44,550

服部こども園 服部こども園　西側フェンス修繕　金額：212,976円（税込） カンコー外柵（株） 市内 212,976

服部こども園　電気錠釦増設修繕　金額：61,560円（税込） 西田電気（株） 市内 61,560

服部こども園　１階トイレ便器取替修繕　527,040円（消費税込み） （有）ダイシン設備 市内 527,040

服部こども園　厨房内手洗器自動水栓更新修繕　95,040円（消費税込み） ササベ設備（株） 市内 95,040

豊中市立服部こども園　乳児室空調機緊急修繕　金額：589,680円（税込） （株）きしもと 市内 589,680

市立服部こども園　厨房電源配線修繕　金額：18,111円（税込） （株）きしもと 市内 18,111

服部こども園　玄関部給水栓修繕　163,728円（消費税込み） ササベ設備（株） 市内 163,728
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服部こども園　ガラス修繕料　中庭側出入口　３×914×813(mm）１枚　11,340円（消費税込み） 井上板ガラス 市内 11,340

服部こども園　廊下天井及び外部窓枠修繕　99,360円（消費税込み） （株）中野工務店 市内 99,360

服部こども園　フェンス修繕　267,938円（消費税込み） カンコー外柵（株） 市内 267,938

服部こども園　1階幼児便所水栓部修繕　47,300円（消費税込み） ササベ設備（株） 市内 47,300

服部こども園　テラス修繕　433,950円（消費税込み） 工商会（株） 市内 433,950

野田こども園・野田センター 野田こども園　ジャングルジム塗装修繕　157,300円（消費税込み） 旭体育施設（株） 市外 157,300

野田こども園　電気錠釦交換修繕　金額：27,000円（税込） 西田電気（株） 市内 27,000

野田こども園　消防設備不備箇所修繕　金額：180,360円（税込） （有）ユタカ防災 市内 180,360

ダンパーレリーズ取替修繕　　野田センター　金額：317,844円（消費税含む） （有）ユタカ防災 市内 317,844

豊中市立野田こども園　プール前テラス天井修繕　金額：162,000円（消費税込み） （株）中野工務店 市内 162,000

野田こども園　ホール照明設備修繕　289,332円（消費税込み） （株）きしもと 市内 289,332

野田こども園　1階電気設備配線修繕　80,406円（消費税込み） （株）きしもと 市内 80,406

野田こども園　1Fホール北側ガラス修繕料　27,038円（消費税込み） 中井ガラス店 市内 27,038

ブースター取替修繕　野田センター　金額：74,800円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 74,800

野田こども園　プールサイドバルブ会所蓋取替修繕　99,000円（消費税込み） 中部工業（株） 市内 99,000

野田こども園　砂場整備修繕　91,850円（消費税込み） （有）西岡建設 市内 91,850

野田こども園　屋上防水他修繕　210,100円（消費税込み） （株）井上塗装店 市内 210,100

野田こども園　消防設備不備箇所修繕　金額：17,600円（税込） （株）ダイリン 市内 17,600

クーリングカバー取替修繕　野田センター　金額：38,500円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 38,500

自火報用受話器取付修繕　野田センター　金額：22,000円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 22,000

野田こども園　外塀クラック修繕　金額：341,000円（消費税込み） （株）中野工務店 市内 341,000

庄内こども園 庄内こども園　砂場枠修繕　金額：299,160円（税込） 旭体育施設（株） 市外 299,160

豊中市立庄内こども園　玄関扉修繕　金額：152,900円（税込） （有）榊建材店 市外 152,900

庄内こども園　室内インターホン設備配線修繕　49,478円（消費税込み） （株）きしもと 市内 49,478

庄内こども園　日除けシート修繕　金額：135,000円（税込） （株）中野工務店 市内 135,000

庄内こども園　カーブミラー設置修繕　金額：98,280円（税込） （有）西岡建設 市内 98,280

庄内こども園　スロープ塗装修繕　282,960円（消費税込み） 工商会（株） 市内 282,960

庄内こども園　各所塗装修繕　272,160円（消費税込み） 工商会（株） 市内 272,160

豊中市立庄内こども園屋上垂直梯子　転落防止背面カバー設置修繕　金額：388,800円（税込） （株）辻中 市内 388,800

庄内こども園　三輪車置き場修繕　74,520円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 74,520

庄内こども園　側溝グレーチング設置修繕　金額：77,000円（税込） （有）西岡建設 市内 77,000

庄内こども園　1階トイレSK流し水栓漏水修繕　26,400円（消費税込み） （有）ダイシン設備 市内 26,400

豊南西こども園・豊南会館 豊南西こども園　ガス栓取替え修繕　7,700円（消費税込み）債権者：鳳工業株式会社　北東部設備営業所　住所：東大阪市玉串町東3丁目3番108号　所長：篠原孝章 鳳工業（株）北東部設備営業所 不明 7,700

市立豊南西こども園　電気錠交換修繕　金額：226,800円（税込） 西田電気（株） 市内 226,800

豊南西こども園　インターホン設備修繕　金額：65,448円（税込） （株）きしもと 市内 65,448

豊南西・庄内西こども園　ガラス修繕料　32,527円（消費税込み） 中井ガラス店 市内 32,527

豊南西こども園　砂場内会所漏水調査手数料　33,000円（消費税込み） 中部工業（株） 市内 33,000

豊南西こども園　厨房外部漏水緊急修繕　金額：124,300円（税込） 豊工業(株) 市内 124,300

豊南西こども園　機械室防水修繕　金額：55,220円（税込） 工商会（株） 市内 55,220

豊南西こども園　くま組他照明器具取替修繕　162,800円（消費税込み） （株）きしもと 市内 162,800

豊南西こども園　ガラス破損入替修繕　金額：21,330円（税込） 井上板ガラス 市内 21,330

豊南西こども園　ホールカーテンボックス修繕　59,180円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 59,180

豊南西こども園　ガラス修繕料　64,772円（消費税込み） 中井ガラス店 市内 64,772

豊南西こども園　事務所窓口引き戸ガラス修繕　45,650円（消費税込み） 中井ガラス店 市内 45,650

庄内西こども園 庄内西こども園　1階職員便所便座修繕　金額：13,200円（税込） ササベ設備（株） 市内 13,200

庄内西こども園　畳表替修繕　24枚　110,160円（消費税込み） （有）おおかわ 市内 110,160

庄内西こども園　園庭整地修繕　170,500円（消費税込み） （有）西岡建設 市内 170,500

豊中市立庄内西こども園　1階幼児用大便器、ロータンク取替修繕　金額：218,460円（消費税込み） 豊工業(株) 市内 218,460

庄内西こども園　遊具修繕　金額：235,400円（消費税込み） （株）井上塗装店 市内 235,400

庄内西こども園　２階職員用女子トイレ漏水修繕　金額：29,700円（税込） （有）ダイシン設備 市内 29,700

栄町こども園 栄町こども園　ガスヒートポンプ式空調機サーミスタ取替修繕　1,987円（消費税込み） ケイラインエンジニアリング（株）　茨木事業所 市外 1,987

栄町こども園　GHP型空調機　水温センサー取替修繕　3,630円（消費税込み） ケイラインエンジニアリング（株）　茨木事業所 市外 3,630

豊中市立栄町こども園　砂場日除けシート修繕　金額：38,880円（税込） （株）中野工務店 市内 38,880

豊中市立栄町こども園　プール日除けシート修繕　金額：172,800円（消費税込み） （株）中野工務店 市内 172,800

栄町こども園　調理室側溝修繕　金額：120,420円（税込） （有）西岡建設 市内 120,420

栄町こども園　グリストラップ蓋取替修繕　291,500円（消費税込み） 中部工業（株） 市内 291,500

栄町こども園　りす組洗濯流しユニット取替修繕　金額：172,700円（税込） （有）ダイシン設備 市内 172,700

島田こども園・島田センター 島田こども園　誘導灯本体取替修繕　75,600円（消費税込み） 第一防災（株） 市外 75,600

島田こども園　園庭内雨水桝詰まり等作業及び雨水桝フタ取替修繕　104,500円（消費税込み） ハウス・ドレイン・サービス 市外 104,500

島田こども園　ガラス修繕　金額：6,899円（税込） （有）井上板ガラス 市内 6,899

島田こども園　2階天井内給水管修繕　99,360円（消費税込み） 豊工業(株) 市内 99,360

島田こども園　各所漏水修繕　金額：43,200円（税込） 工商会（株） 市内 43,200

島田こども園　電気錠釦交換修繕　金額：27,000円（税込） 西田電気（株） 市内 27,000
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島田こども園　2階ホール手前便所掃除用流し漏水修繕　38,880円（消費税込み） 豊工業(株) 市内 38,880

島田こども園　プールサイド壁不良部（防水）修繕　261,900円（消費税込み） 工商会（株） 市内 261,900

島田こども園　厨房給湯管漏水修繕　518,400円（消費税込み） 豊工業(株) 市内 518,400

排水管漏水修理　島田センター　金額：28,566円（消費税含む） （同）豊中市管工事組合 市内 28,566

島田こども園　プール日除けシート修繕　507,600円（消費税込み） （株）中野工務店 市内 507,600

便所漏水修理（２ヵ所）　島田センター　金額：27,972円（消費税含む） （同）豊中市管工事組合 市内 27,972

便所漏水修理　島田センター　　金額：23,079円（消費税含む） （同）豊中市管工事組合 市内 23,079

豊中市立島田こども園　かえるプール排水弁取替修繕　金額：264,600円（消費税込み） 豊工業(株) 市内 264,600

島田こども園　消防設備不備箇所修繕　金額：26,784円（税込） （株）ダイリン 市内 26,784

豊中市立島田こども園　駐車場伸縮門扉錠修繕　金額：95,040円（消費税込み） （株）中野工務店 市内 95,040

島田こども園　1階便所小児用小便器更新修繕　110,000円（消費税込み） ササベ設備（株） 市内 110,000

豊中市立島田こども園　リス組B床修繕　金額：86,900円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 86,900

島田こども園　乳児室漏水修繕　金額：57,200円（消費税込み） 工商会（株） 市内 57,200

２階天井内漏水緊急修理　島田センター　金額：113,740円（消費税含む） 豊工業(株) 市内 113,740

島田こども園　外灯設備修繕　金額：99,220円（消費税込み） （株）きしもと 市内 99,220

島田こども園　2階テラス棚固定修繕　46,200円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 46,200

島田こども園　1Fホール防炎遮光カーテン取替修繕他　金額：317,196円（消費税込み） 室内装飾カネヤ 市内 317,196

島田こども園　2階調乳室給水管漏水修繕　金額：188,100円（消費税込み） （有）ダイシン設備 市内 188,100

島田こども園　消防設備不備箇所修繕　金額：171,160円（税込） （株）ダイリン 市内 171,160

高川こども園・高川センター 高川こども園　うさぎ2組空調機修繕　81,648円（消費税込み）　債権者：ダイキン工業株式会社　住所：大阪市北区中崎西二丁目4番12号梅田センタービル　代表者名：十河　政 ダイキン工業株式会社 市外 81,648

高川こども園　コアラ組組空調機修繕　81,648円（消費税込み）　債権者：ダイキン工業株式会社　住所：大阪市北区錦町4番82号　代表者名：東野哲弥 ダイキン工業株式会社 市外 81,648

高川こども園　きりん1・2/うさぎ1系統　空調機修繕　244,420円（消費税込み）債権者：ダイキン工業株式会社　住所：大阪市北区錦町4番82号　代表者：東野　哲弥 ダイキン工業株式会社 市外 244,420

高川こども園　給水配管取替修繕　22,000円（消費税込み） （株）辻中 市内 22,000

高川こども園　プール日除けシート修繕　475,200円（消費税込み） （株）中野工務店 市内 475,200

高川こども園　ガラス修繕料　21,321円（消費税込み） 中井ガラス店 市内 21,321

高川こども園　給食室パススルー棚修繕　34,020円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 34,020

高川こども園　倉庫床下落部分修繕　32,940円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 32,940

高川こども園　1階便所床下漏水緊急修繕　88,000円（消費税込み） 豊工業(株) 市内 88,000

消火栓箱内パッキン取替修繕　高川センター　金額：1,540円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 1,540

豊中市立高川こども園　テラス不良部修繕　金額：298,100円（税込） 工商会（株） 市内 298,100

高川こども園　ホール他照明器具取替修繕　227,700円（消費税込み） （株）きしもと 市内 227,700

高川こども園　消化ポンプ軸受オイル補充修繕　19,800円（消費税込み） （株）ダイリン 市内 19,800

高川こども園　消防設備不備箇所修繕　金額：11,550円（税込） （株）ダイリン 市内 11,550

高川こども園　放送設備修繕　66,000円（消費税込み） （株）きしもと 市内 66,000

高川こども園　1F防炎カーテン取替修繕（レール取替含む）　287,430円（消費税込み） （株）オリオン商会 市内 287,430

洋式便所便座取替え修理　高川センター　金額：17,072円（消費税含む） （同）豊中市管工事組合 市内 17,072

高川こども園　1階休憩室天井内漏水修繕　229,460円（消費税込み） 豊工業(株) 市内 229,460

高川こども園　厨房給湯配管漏水修繕　57,200円（消費税込み） 豊工業(株) 市内 57,200

原田こども園 原田こども園　ブランコ人工芝設置修繕　299,160円（消費税込み） 旭体育施設（株） 市外 299,160

原田こども園　2連ブランコ修繕　金額：112,200円（税込） 旭体育施設（株） 市外 112,200

原田こども園　プール日除けシート下地修繕　金額：金額：264,600円（税込） （株）中野工務店 市内 264,600

原田こども園　くま組物入れ間仕切り修繕　88,020円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 88,020

原田こども園　きりん組照明器具取替修繕　53,460円（消費税込み） （株）きしもと 市内 53,460

原田こども園　廊下床修繕　金額：60,500円（税込） （株）井上塗装店 市内 60,500

原田こども園　畳表替修繕　数量：6　27,720円（消費税込み） 能登田製畳（株） 市内 27,720

原田こども園　りす組照明器具取替修繕　金額：24,200円（税込） （株）きしもと 市内 24,200

螢池こども園 蛍池こども園　ガス栓修繕　金額：3,344円（税込） 大阪瓦斯（株）ネットワークカンパニー　北東部導管部 市外 3,344

蛍池こども園　外部手洗い場給水管漏水修繕　216,000円（消費税込み） 豊工業(株) 市内 216,000

蛍池こども園　外部東側手洗場水栓取替修繕　38,880円（消費税込み） 豊工業(株) 市内 38,880

蛍池こども園給食室漏水修繕　1式　594,000円（消費税込み） 豊工業(株) 市内 594,000

蛍池こども園　厨房流し台給水管漏水修繕　29,160円（消費税込み） 豊工業(株) 市内 29,160

蛍池こども園　防炎カーテン取替（カーテンレール新設含む）修繕　金額：287,604円（税込） 室内装飾カネヤ 市内 287,604

豊中市立蛍池こども園　トイレ床修繕　金額：61,020円（税込） （株）小谷工務店 市内 61,020

蛍池こども園　くま組照明設備修繕　148,500円（消費税込み） （株）きしもと 市内 148,500

豊中市立蛍池こども園　セキュリティモニター設備改修修繕　金額：180,400円（税込） （株）きしもと 市内 180,400

蛍池こども園　ガラス修繕料　269,344円（消費税込み） 中井ガラス店 市内 269,344

蛍池こども園　通路床塩ビシート修繕　216,700円（消費税込み） （株）井上塗装店 市内 216,700

蛍池こども園　1階便所天井内自動フラッシュバルブ修繕　137,830円（消費税込み） 豊工業(株) 市内 137,830

本町こども園 本町こども園　フェンス基礎他ガードクッション設置修繕　503,800円（消費税込み） 旭体育施設（株） 市外 503,800

本町こども園　園庭フェンス足元修繕他　金額：486,200円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 486,200

本町こども園　放送設備修繕　89,143円（消費税込み） （株）きしもと 市内 89,143

本町こども園　駐車場フェンス修繕　金額：90,720円（税込） カンコー外柵（株） 市内 90,720

本町こども園　プール不良部修繕　524,340円（消費税込み） 工商会（株） 市内 524,340
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本町こども園　プールサイド不良部修繕　224,640円（消費税込み） 工商会（株） 市内 224,640

本町こども園　電源配線修繕　120,960円（消費税込み） （株）きしもと 市内 120,960

本町こども園　プール給水吐水口修繕　金額：31,320円（税込） ササベ設備（株） 市内 31,320

本町こども園　支援センター空調機修繕　298,080円（消費税込み） （株）きしもと 市内 298,080

本町こども園　きりん組照明器具取替修繕　33,048円（消費税込み） （株）きしもと 市内 33,048

本町こども園　トイレ小便用ハイタンク漏水修繕　27,500円（消費税込み） （有）ダイシン設備 市内 27,500

豊中市立本町こども園　1階トイレ建具修繕　金額：56,870円（税込） （株）小谷工務店 市内 56,870

本町こども園　2階ホール照明器具取替修繕　68,200円（消費税込み） （株）きしもと 市内 68,200

本町こども園　プール給水バルブ・吐水口修繕　他　271,920円（消費税込み） ササベ設備（株） 市内 271,920

本町こども園　プール排水バルブ修繕　213,400円（消費税込み） ササベ設備（株） 市内 213,400

人権平和センター豊中 豊中人権まちづくりセンター　空調用吸収冷温水機NO.2号機パラジウムセル取替 川重冷熱工業（株）西日本支社 市外 178,796

豊中人権まちづくりセンター　空調用吸収冷温水機NO.2号機パラジウムセル取替 川重冷熱工業（株）西日本支社 市外 83,752

豊中人権まちづくりセンター　空調用吸収冷温水機NO.3号機パラジウムセル取替 川重冷熱工業（株）西日本支社 市外 178,796

豊中人権まちづくりセンター　空調用吸収冷温水機NO.3号機パラジウムセル取替 川重冷熱工業（株）西日本支社 市外 83,752

ともだちこども園　地下機械室排気ファン修繕　金額：88,000円（税込） ササベ設備（株） 市内 88,000

豊中人権まちづくりセンター老人憩の家　女子浴室水栓部品取替修繕 （有）岡村水道ポンプ工業所 市内 16,200

豊中人権まちづくりセンターこども園　プレイルームアルミ窓網戸取付修繕　金額：145,800円（税込） 日本サッシ工業（株） 市内 145,800

豊中人権まちづくりセンターこども園　りす組照明器具取替修繕　40,284円（消費税込み） （株）きしもと 市内 40,284

まちづくりセンターこども園　プールサイド土間修繕　86,400円（消費税込み） （株）中野工務店 市内 86,400

豊中人権まちづくりセンター　２階男子トイレフラッシュバルブ交換工事 （有）岡村水道ポンプ工業所 市内 54,891

豊中人権まちづくりセンター　窓ガラス修繕（第2小集会室・とどスタ・うさぎハウス）計3か所　81,000円（税込） 豊中硝子（株） 市内 81,000

豊中人権まちづくりセンターこども園　ガラス修繕料　24,442円（消費税込み） 井上板ガラス 市内 24,442

豊中人権まちづくりセンターこども園　ガラス修繕料　35,363円（消費税込み） 井上板ガラス 市内 35,363

まちづくりセンターこども園　プール排水バルブ及びマンホール取替修繕　264,600円（消費税込み） （有）ダイシン設備 市内 264,600

豊中人権まちづくりセンター　窓ガラス修繕（ほっとホットなへや）33,000円（税込） 豊中硝子（株） 市内 33,000

豊中市立人権まちづくりセンターこども園　きりん組床部分修繕　金額：87,450円（税込） （株）小谷工務店 市内 87,450

まちづくりセンターこども園　玄関ロビー照明器具取替修繕　182,600円（消費税込み） （株）きしもと 市内 182,600

まちづくりセンターこども園　くま組コンセント取替修繕　3,834円（消費税込み） （株）きしもと 市内 3,834

豊中人権まちづくりセンター　３階コツコツな部屋　ガラス修繕 豊中硝子（株） 市内 16,500

豊中人権まちづくりセンター　照明器具修繕 田島電気工事 市内 31,460

豊中人権まちづくりセンター　３階分電盤増設修繕 田島電気工事 市内 115,500

豊中人権まちづくりセンター　３階とどスタ ガラス修繕 豊中硝子（株） 市内 6,600

人権まちづくりセンターこども園　地下機械室排気ファン修繕　116,600円（消費税込み） ササベ設備（株） 市内 116,600

東豊中図書館・ゆたかこども園 東豊中図書館 駐車場出庫注意灯及びブザー修繕工事 63,690円（税込） 債権者：大阪市中央区瓦町1-6-10 日信電子サービス株式会社西日本支社 取締役支社長 茂木浩之 日信電子サービス株式会社西日本支社 不明 63,690

ゆたかこども園　2Fゆり組出入口扉修繕　77,000円（消費税込み） （有）榊建材店 市外 77,000

ゆたかこども園　ホール放送設備修繕　47,300円（消費税込み） （株）きしもと 市内 47,300

ゆたかこども園　芝生管理用スプリンクラー取替修繕　金額：156,600円（税込） （株）グリーンテック 市内 156,600

ゆたかこども園　1階トイレ天井給水管漏水緊急修繕　金額：162,000円（税込） （有）ダイシン設備 市内 162,000

ゆたかこども園　電気錠修繕　金額：10,800円（税込） 西田電気（株） 市内 10,800

ゆたかこども園　国旗掲揚ポール修繕　46,440円（消費税込み） （株）中野工務店 市内 46,440

ゆたかこども園　1階処置室内小便器漏水修理　71,280円（消費税込み） （有）ダイシン設備 市内 71,280

ゆたかこども園　小便器センサー取替修繕　83,160円（消費税込み） （有）ダイシン設備 市内 83,160

ゆたかこども園　小便器光電センサー配管漏水緊急修繕　75,600円（消費税込み） （有）ダイシン設備 市内 75,600

ゆたかこども園　スプリンクラー取替修繕　金額：48,600円（税込） （株）日本グリーンサービス 市内 48,600

ゆたかこども園　プール日除けシート修繕　91,800円（消費税込み） （株）中野工務店 市内 91,800

ゆたかこども園　駐輪場給水配管漏水修繕　118,800円（消費税込み） ササベ設備（株） 市内 118,800

ゆたかこども園　メーター部給水配管漏水修繕　86,400円（消費税込み） ササベ設備（株） 市内 86,400

豊中市立ゆたかこども園　自動潅水コントローラー取替修繕　金額：66,960円（税込） （株）日本グリーンサービス 市内 66,960

ゆたかこども園　2階幼児男子便所小便器洗浄管修繕　128,040円（消費税込み） ササベ設備（株） 市内 128,040

ゆたかこども園　スロープ部不良部修繕　金額：38,500円（消費税込み） 工商会（株） 市内 38,500

豊中市立ゆたかこども園　自動火災報知設備受信機修繕　金額：599,500円（税込） （有）ユタカ防災 市内 599,500

ゆたかこども園　ばら組他照明器具取替修繕　38,940円（消費税込み） （株）きしもと 市内 38,940

ゆたかこども園　ばら組他照明器具取替修繕　38,940円（消費税込み） （株）きしもと 市内 38,940

てしまこども園 てしまこども園　自動火災報知設備ベル増設修繕　金額：266,760円（税込） 第一防災（株） 市外 266,760

てしまこども園　遊戯室放送設備修繕　金額：150,120円（税込） （株）きしもと 市内 150,120

てしまこども園　プール前土間他修繕　金額：97,200円（税込） （株）中野工務店 市内 97,200

てしまこども園　外灯設備ソーラータイマー取替修繕　26,892円（消費税込み） （株）きしもと 市内 26,892

市立てしまこども園　電気錠釦配管移設修繕　金額：40,824円（税込） 西田電気（株） 市内 40,824

豊中市立てしまこども園　玄関ドアストッパー修繕　金額：98,280円（税込） （株）小谷工務店 市内 98,280

てしまこども園　園庭倉庫屋根修繕　金額：95,700円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 95,700

とねやまこども園 とねやまこども園　ブランコ安全柵修繕　263,520円（消費税込み） 旭体育施設（株） 市外 263,520

とねやまこども園　空調機PUH-63EKD　熱交換器不良に伴うガス補充修繕　51,300円（消費税込み）債権者：三菱電機システムサービス株式会社　住所：大阪市西淀川区御幣島2-1 三菱電機システムサービス株式会社 市外 51,300

とねやまこども園　ホール音響設備修繕　83,600円（消費税込み） （株）きしもと 市内 83,600
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とねやまこども園　1階トイレ便器取替修繕　518,400円（消費税込み） （有）ダイシン設備 市内 518,400

とねやまこども園　上裏剥落危険部撤去修繕　98,496円（消費税込み） 工商会（株） 市内 98,496

とねやまこども園　2F外部手摺修繕　137,160円（消費税込み） （株）中野工務店 市内 137,160

とねやまこども園　物置外部波板取替修繕　51,840円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 51,840

とねやまこども園　空調機用電源配線修繕　178,200円（消費税込み） （株）きしもと 市内 178,200

豊中市立とねやまこども園　1階トイレ建具修繕　金額：145,800円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 145,800

とねやまこども園　１階幼児便所洗浄バルブ更新修繕　69,120円（消費税込み） ササベ設備（株） 市内 69,120

とねやまこども園　空調機緊急修繕　589,680円（消費税込み） （株）きしもと 市内 589,680

とねやまこども園　プール日除けシート修繕　21,600円（消費税込み） （株）中野工務店 市内 21,600

とねやまこども園　インターホン交換修繕　金額：118,800円（税込） 西田電気（株） 市内 118,800

とねやまこども園　1階幼児便所洗浄管修繕　70,400円（消費税込み） ササベ設備（株） 市内 70,400

とねやまこども園　階段照明器具修繕　金額：77,000円（税込） 西田電気（株） 市内 77,000

とねやまこども園　側溝蓋及び駐車場門扉レール修繕　297,000円（消費税込み） （株）中野工務店 市内 297,000

しんでんこども園 しんでんこども園　手洗い場排水管詰まりによる桝内陥没補修修繕　金額：28,600円（税込） ハウス・ドレイン・サービス 市外 28,600

しんでんこども園　電気錠釦交換修繕　金額：27,000円（税込） 西田電気（株） 市内 27,000

しんでんこども園　テラス照明設備修繕　89,640円（消費税込み） （株）きしもと 市内 89,640

しんでんこども園　休憩室空調設備修繕　96,120円（消費税込み） （株）きしもと 市内 96,120

市立しんでんこども園　電気錠交換修繕　金額：103,680円（税込） 西田電気（株） 市内 103,680

しんでんこども園　駐車場整備修繕　金額：280,800円（税込） （有）西岡建設 市内 280,800

しんでんこども園　サッシ枠修繕　194,400円（消費税込み） （株）小谷工務店 市内 194,400

しんでんこども園　駐輪場設置修繕　金額：599,500円（消費税込み） （有）西岡建設 市内 599,500

しんでんこども園　外灯修繕　金額：69,850円（消費税込み） （株）きしもと 市内 69,850

てらうちこども園 豊中市立てらうちこども園　築山修繕　金額：76,680円（税込） 旭体育施設（株） 市外 76,680

てらうちこども園　2階手洗場排水配管修繕　金額：270,000円（税込） ササベ設備（株） 市内 270,000

てらうちこども園　職員室空調設備緊急修繕　589,680円（消費税込み） （株）きしもと 市内 589,680

市立てらうちこども園　インターホン不良修繕　金額：40,824円（税込） 西田電気（株） 市内 40,824

市立てらうちこども園　プール日除けシート修繕　金額：194,400円（税込） （株）中野工務店 市内 194,400

てらうちこども園　側溝修繕　95,580円（消費税込み） （有）西岡建設 市内 95,580

てらうちこども園　プール給水吐水口修繕　27,000円（消費税込み） ササベ設備（株） 市内 27,000

のばたけこども園 のばたけこども園　2階便所便器取替修繕　211,200円（消費税込み） 豊工業(株) 市内 211,200

のばたけこども園　2階非常用照明器具取替修繕　42,984円（消費税込み） （株）きしもと 市内 42,984

豊中市立のばたけこども園　職員室空調機緊急修繕　金額：484,380円（税込） （株）きしもと 市内 484,380

のばたけこども園　階段室屋上漏水修繕　81,540円（消費税込み） 工商会（株） 市内 81,540

豊中市立のばたけこども園　コンセント取替修繕　6,776円（消費税込み） 田島電気工事 市内 6,776

のばたけこども園　電気錠交換修繕　金額：220,000円（税込） 西田電気（株） 市内 220,000

のばたけこども園　2Fトイレ小便器ライニング修繕　121,000円（消費税込み） （株）中野工務店 市内 121,000

のばたけこども園　通路照明器具修繕　185,900円（消費税込み） （株）きしもと 市内 185,900

のばたけこども園　階段室屋上不良部修繕　62,700円（消費税込み） 工商会（株） 市内 62,700

のばたけこども園　1階床修繕　576,576円（消費税込み） 工商会（株） 市内 576,576

旧あゆみ学園 旧あゆみ学園3Ｆ排煙窓修繕 （有）榊建材店 市外 93,420

旧あゆみ学園3Ｆ事務室他窓修繕 （有）榊建材店 市外 123,120

「児童福祉関連複合施設」1階自動ドア開閉装置修繕料　484,000円（消費税込） ナブコドア（株）北大阪営業所 市外 484,000

児童福祉関連複合施設(旧あゆみ学園)保育室内漏水緊急修繕　合計594,000円（消費税込） ササベ設備（株） 市内 594,000

児童福祉関連複合施設(旧あゆみ学園)1階廊下天井内汚水配管撤去緊急修繕　合計594,500円（消費税込） ササベ設備（株） 市内 599,500

児童福祉関連複合施設(旧あゆみ学園)1階廊下天井内汚水配管敷設緊急修繕　合計594,000円（消費税込） ササベ設備（株） 市内 594,000

あゆみ学園1階ピロティ-ホール照明修繕　合計492,800円（消費税込）のうち、こども事業課負担分335,105円 西田電気（株） 市内 335,105

あゆみ学園インターホン設置修繕　合計499,400円（消費税込）のうち、こども事業課負担分142,688円 西田電気（株） 市内 142,688

あゆみ学園1階EV照明器具交換修繕　合計294,800円（消費税込） 西田電気（株） 市内 294,800

旧あゆみ学園跡地　地下受水槽漏水修繕　459,800円（税込） ササベ設備（株） 市内 89,661

旧あゆみ学園跡地　地下受水槽漏水修繕　459,800円（税込） ササベ設備（株） 市内 102,995

旧あゆみ学園跡地　地下受水槽漏水修繕　459,800円（税込） ササベ設備（株） 市内 209,669

旧あゆみ学園跡地　地下受水槽漏水修繕　459,800円（税込） ササベ設備（株） 市内 57,475

あゆみ学園1階ピロティーホール照明修繕　合計492,800円（消費税込）のうち、教職員課負担分64,556円 西田電気（株） 市内 64,556

あゆみ学園インターホン設置修繕　合計499,400円（消費税込）のうち、教職員課負担分214,028円 西田電気（株） 市内 214,028

あゆみ学園１階ピロティーホール照明修繕　合計492,800円（税込み）のうち選挙管理員会事務局負担分93,139円 西田電気（株） 市内 93,139

あゆみ学園インターホン設置修繕　合計499,400円（税込み）のうち選挙管理委員会事務局負担分71,342円 西田電気（株） 市内 71,342

児童福祉関連複合施設　インターホン設置修繕　499,400円（税込）のうちこども相談課負担分　71,342円（税込） 西田電気（株） 市内 71,342

あゆみ学園電気錠設置修繕　合計488,400円（消費税込）のうち、こども事業課負担分139,544円 西田電気（株） 市内 139,544

あゆみ学園地下1階シャッター操作釦増設修繕　合計566,500円（消費税込）のうち、こども事業課負担分385,221円 西田電気（株） 市内 385,221

あゆみ学園電気錠設置修繕　合計488,400円（消費税込）のうち、教職員課負担分209,314円 西田電気（株） 市内 209,314

あゆみ学園地下1階シャッター操作釦増設修繕　合計566,500円（消費税込）のうち、教職員課負担分74,211円 西田電気（株） 市内 74,211

あゆみ学園地下１階シャッター操作釦増設修繕　合計566,500円（税込み）のうち選挙管理委員会事務局負担分107,068円 西田電気（株） 市内 107,068

あゆみ学園電気錠設置修繕　合計488,400円（税込み）のうち選挙管理委員会事務局負担分69,771円 西田電気（株） 市内 69,771
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児童福祉関連複合施設　電気錠設置修繕　488,400円（税込）のうちこども相談課負担分　69,771円（税込） 西田電気（株） 市内 69,771

児童福祉関連複合施設　電気錠設置修繕　330,000円（税込） 西田電気（株） 市内 330,000

「豊中市児童発達支援事業所あゆみ」1階保育室天井修繕料　261,360円（消費税込） ササベ設備（株） 市内 261,360

旧あゆみ学園跡地　2階給水バルブ更新　108,000円（税込） ササベ設備（株） 市内 35,640

旧あゆみ学園跡地　2階給水バルブ更新　108,000円（税込） ササベ設備（株） 市内 72,360

「豊中市児童発達支援事業所あゆみ」1階保育室壁紙修繕料　164,160円（消費税込） ササベ設備（株） 市内 164,160

豊中市あゆみ学園1階保育室天井内汚水配管修繕　合計286,200円（消費税込) ササベ設備（株） 市内 286,200

旧あゆみ学園3階脱衣室水栓修繕 ササベ設備（株） 市内 30,240

旧あゆみ学園3階倉庫間仕切り修繕 （株）小谷工務店 市内 444,960

旧あゆみ学園3階日常動作室間仕切り修繕 （株）小谷工務店 市内 599,400

旧あゆみ学園3階介護者教室間仕切り修繕 （株）小谷工務店 市内 596,160

「豊中市児童発達支援事業所あゆみ」1階2階便所フラッシュバルブ部品交換修繕料　24,840円（消費税込） ササベ設備（株） 市内 24,840

「豊中市児童発達支援事業所あゆみ」1階中央便所フラッシュバルブ部品交換修繕料　22,464円（消費税込） ササベ設備（株） 市内 22,464

旧あゆみ学園3階間仕切り変更に伴う電気設備修繕 薮谷電気工事（株） 市内 447,120

「豊中市児童発達支援事業所あゆみ」地下厨房空調ドレン修繕料　22,680円（消費税込） ササベ設備（株） 市内 22,680

「児童福祉関連複合施設」2階便所排気ファン修繕料　360,800円（消費税込） 田島電気工事 市内 360,800

障害福祉センターひまわり・児童発達支援センター 障害福祉センターひまわり　ナブコ自動扉装置修理代金27,000円（消費税込） ナブコドア（株）北大阪営業所 市外 27,000

「修繕料」障害福祉センターひまわり　地下1階警備室空調修繕料一式116,644円（消費税込） 日立グローバルライフソリューションズ（株）法人サービス本部　西日本サポートセンタ 市外 116,644

児発センター　電気錠設置修繕　352,000円（税込） 西田電気（株） 市内 352,000

障害福祉センターひまわり　3階体育室方扉改修　432,000円（消費税込） （株）河崎組 市内 432,000

障害福祉センターひまわり　2階ロールカーテン改修工事　140,000円（消費税込） （株）河崎組 市内 140,000

障害福祉センターひまわり　体育室方扉改修及び調整工事　453,600円（消費税込） （株）河崎組 市内 453,600

障害福祉センターひまわり　浴室出入口引戸改修工事　86,400円（消費税込） （株）河崎組 市内 86,400

障害福祉センターひまわり及び児童発達支援センター　地下1階駐車場散水栓修繕　70,200円（消費税込）按分（障害福祉センターひまわり：児童発達支援センター＝5.3：4.7） オーディーエー（株） 市内 32,994

障害福祉センターひまわり及び児童発達支援センター　地下1階駐車場散水栓修繕　70,200円（消費税込）按分（障害福祉センターひまわり：児童発達支援センター＝5.3：4.7） オーディーエー（株） 市内 37,206

障害福祉センターひまわり　誘導鈴修繕　199,800円（消費税込） （株）吉田電気設備 市内 199,800

障害福祉センターひまわり　誘導用電子チャイム（タイマー付）453,600円（消費税込） （株）吉田電気設備 市内 453,600

障害福祉センターひまわり　3階浴室　柱型手摺取付等　104,000円（消費税込） モリジュウ（株） 市内 104,000

障害福祉センターひまわり　散水栓修繕　99,360円（消費税込） オーディーエー（株） 市内 99,360

障害福祉センターひまわり　トイレ呼出表示器修繕　475,200円（消費税込） （株）吉田電気設備 市内 475,200

障害福祉センターひまわり　事務室入口スロープ床材張替え　64,800円（消費税込み） （株）河崎組 市内 64,800

障害福祉センターひまわり　引き戸入替工事　596,160円（消費税込み） （株）河崎組 市内 596,160

障害福祉センターひまわり　3階ロビー防犯カメラ装置改修　268,400円（消費税込） （株）きしもと 市内 268,400

障害福祉センターひまわり　地下1階EV前照明器具取替修理　64,900円（消費税込） （株）きしもと 市内 64,900

障害福祉センターひまわり　地下間仕切り修繕　345,730円（消費税込） （株）小谷工務店 市内 345,730

障害福祉センターひまわり　防犯カメラ装置改修　115,500円（消費税込） （株）きしもと 市内 115,500

岡町図書館 岡町図書館給水ポンプ修繕一式（ガソリンエンジン起動用バッテリー交換）129,600円（税込） 東洋産業（株）大阪支店 市外 129,600

岡町図書館　自動火災報知設備　感知器取替工事（1か所）　26,400円（税込） 安全産業（株） 市外 26,400

岡町図書館地下休養室・1階運転手控室・2階東テラス側・5階階段室照明修繕一式　294,800円（税込） （株）八杉電気商会 市内 294,800

岡町図書館4階点字図書室・電算室・休養室・通路照明修繕一式　599,500円（税込） （株）八杉電気商会 市内 599,500

岡町図書館2階貸出室東側（SW5ｴﾘｱ）及び西側（SW1ｴﾘｱ）照明修繕一式　561,000円（税込） （株）八杉電気商会 市内 561,000

岡町図書館3階男子便所フラッシュバルブ取替修繕　155,320円（税込） ササベ設備（株） 市内 155,320

岡町図書館1階館外ｻｰﾋﾞｽ室（SW4ｴﾘｱ）・子ども室（SW3ｴﾘｱ）照明修繕一式　594,000円（税込） （株）八杉電気商会 市内 594,000

岡町図書館屋上笠木修繕一式　294,516円（税込） （株）オカショウ 市内 294,516

岡町図書館4階軒天修繕一式　288,360円（税込） （株）オカショウ 市内 288,360

岡町図書館空調機用Vベルト取替修繕一式　46,440円（税込） 豊工業(株) 市内 46,440

岡町図書館自動扉錠前交換修繕一式　95,700円（税込） （株）オカショウ 市内 95,700

岡町図書館2階貸出室東側（SW3・4ｴﾘｱ）照明修繕一式　585,200円（税込） （株）八杉電気商会 市内 585,200

岡町図書館地下休養室・4階警備員室照明修繕一式　97,900円（税込） （株）八杉電気商会 市内 97,900

岡町図書館2階貸出室東側（SW1・2ｴﾘｱ）及び通路照明修繕一式　580,800円（税込） （株）八杉電気商会 市内 580,800

庄内文化センター 庄内文化センター吸収冷温水機　吸収液ポンプ2交換修繕　税込370,155円（図書館・公民館分） パナソニック産機システムズ（株）近畿支店 市外 145,587

庄内文化センター吸収冷温水機　吸収液ポンプ2交換修繕　税込370,155円（図書館・公民館分） パナソニック産機システムズ（株）近畿支店 市外 224,568

庄内文化センター消防設備　感知器・誘導灯バッテリー等修繕（教育委員会分）　37,499円（税込） 安全産業（株） 市外 14,749

庄内文化センター消防設備　感知器・誘導灯バッテリー等修繕（教育委員会分）　37,499円（税込） 安全産業（株） 市外 22,750

庄内文化センター消防設備（図書館占用部）誘導灯バッテリー等取替修繕　59,950円（税込） 安全産業（株） 市外 59,950

庄内公民館　消防設備修繕代（誘導灯用バッテリー取替修繕2個、防排煙制御設備取替修繕1個）　31,900円（消費税込） 安全産業（株） 市外 31,900

庄内公民館　和室扉鍵修繕代（鍵取替作業）　22,680円（消費税込） （株）小池工務店 市内 22,680

庄内文化センター　1階ロビー照明器具修理【教育委員会分】　10,519円（税込） （株）きしもと 市内 4,137

庄内文化センター　1階ロビー照明器具修理【教育委員会分】　10,519円（税込） （株）きしもと 市内 6,382

庄内図書館3階トイレ建具等修繕　23,760円（税込） （株）小谷工務店 市内 23,760

庄内公民館　３階男子便所建具修繕代（ドアにおけるラバトリーヒンジ取替作業）　27,000円（消費税込） （株）小谷工務店 市内 27,000

庄内文化センター消火ポンプ設備バッテリー液修繕（教育委員会分）　7,764円（税込） 田島電気工事 市内 3,054

庄内文化センター消火ポンプ設備バッテリー液修繕（教育委員会分）　7,764円（税込） 田島電気工事 市内 4,710
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庄内図書館3階女子トイレ手洗器排水金物修繕　27,500円（税込） ササベ設備（株） 市内 27,500

千里文化センターコラボ 2階女子トイレ　大便器詰まり修繕　一式　33,000円　消費税額3,300円　合計36,300円 ハウス・ドレイン・サービス 市外 36,300

千里文化センター非常照明バッテリー緊急修繕 日研電気（株） 市内 496,411

千里文化センター　B1F階段2　扉電気錠修繕 （株）小池工務店 市内 135,000

千里文化センター　非常照明バッテリー修繕　1式376,405円　消費税額30,112円　合計406,517円 日研電気（株） 市内 406,517

消防設備修繕 日研電気（株） 市内 138,442

消防設備修繕 日研電気（株） 市内 268,400

排水トラップほか　修繕 （株）小池工務店 市内 297,550

多目的スペース　ロールスクリーン　修理　1式　28,000円　消費税2,800円　合計30,800円 （有）ケイアイ 不明 30,800

高温水制御弁 弁体蒸気もれ緊急修繕 アズビル（株）　ビルシステムカンパニー関西支社 市外 429,000

高温水制御弁 弁体取替修繕 アズビル（株）　ビルシステムカンパニー関西支社 市外 594,000

野畑図書館 野畑図書館 通気管取替修繕 56,808円（税込） 昭和公基（株） 市外 56,808

野畑図書館 書庫誘導灯機器取替工事 60,480円（税込） 安全産業（株） 市外 60,480

野畑図書館１階カウンター他照明修繕一式 570,900円（税込） （株）八杉電気商会 市内 570,900

野畑図書館 屋上ドーム天窓硝子修繕 32,400円（税込） （株）中野工務店 市内 32,400

野畑図書館 2階会議室稼働間仕切り金具修繕 66,960円（税込） （株）中野工務店 市内 66,960

野畑図書館 AC-1空調機用ロールフィルター取替修理 79,920円（税込） 豊工業(株) 市内 79,920

野畑図書館 AC-1空調機Vベルト取替修理 76,680円（税込） 豊工業(株) 市内 76,680

野畑図書館 外壁タイル他修繕 165,000円（税込） 中部工業（株） 市内 165,000

野畑図書館 地下１階給湯室等水栓修繕 95,700円（税込） ササベ設備（株） 市内 95,700

服部図書館・服部介護予防センター 服部図書館自動火災報知設備修繕一式（受信機不良取替）133,736円（税込） 安全産業（株） 市外 133,736

服部図書館1階こども室照明修繕一式　190,080円（税込） （株）八杉電気商会 市内 190,080

高川複合施設 高川複合施設消防設備　誘導灯バッテリー取替修繕　48,600円（税込） 安全産業（株） 市外 42,258

高川複合施設消防設備　誘導灯バッテリー取替修繕　48,600円（税込） 安全産業（株） 市外 6,342

高川老人憩の家　消防用設備修繕　誘導灯　￥81,000（消費税含む） 安全産業（株） 市外 81,000

高川複合施設駐車場　出口側車路管制システム修繕　599,940円（税込） オムロンフィールドエンジニアリング（株）近畿支店 市外 188,982

高川複合施設駐車場　出口側車路管制システム修繕　599,940円（税込） オムロンフィールドエンジニアリング（株）近畿支店 市外 135,886

高川複合施設駐車場　出口側車路管制システム修繕　599,940円（税込） オムロンフィールドエンジニアリング（株）近畿支店 市外 196,780

高川複合施設駐車場　出口側車路管制システム修繕　599,940円（税込） オムロンフィールドエンジニアリング（株）近畿支店 市外 78,292

高川複合施設駐車場　入口側車路管制システム修繕　599,400円（税込） オムロンフィールドエンジニアリング（株）近畿支店 市外 188,811

高川複合施設駐車場　入口側車路管制システム修繕　599,400円（税込） オムロンフィールドエンジニアリング（株）近畿支店 市外 135,764

高川複合施設駐車場　入口側車路管制システム修繕　599,400円（税込） オムロンフィールドエンジニアリング（株）近畿支店 市外 196,603

高川複合施設駐車場　入口側車路管制システム修繕　599,400円（税込） オムロンフィールドエンジニアリング（株）近畿支店 市外 78,222

高川複合施設1階男子トイレ洗面自動水栓取替修繕　79,200円（税込） ハウス・ドレイン・サービス 市外 68,864

高川複合施設1階男子トイレ洗面自動水栓取替修繕　79,200円（税込） ハウス・ドレイン・サービス 市外 10,336

高川複合施設　消防設備火災通報装置非常用バッテリー取替修繕　6,600円（税込） 安全産業（株） 市外 5,739

高川複合施設　消防設備火災通報装置非常用バッテリー取替修繕　6,600円（税込） 安全産業（株） 市外 861

高川図書館消防設備　誘導灯バッテリー取替修繕　29,040円（税込） 関西消防（株） 市外 29,040

高川図書館1階書庫　照明リモコンリレー修理　22,000円（税込） （株）八杉電気商会 市内 22,000

高川図書館　ぶらりあん収納扉修繕　72,000円（税込） （有）萩田工務店 市内 72,000

高川図書館　排煙窓既設オペレーター修繕　183,600円（税込） （有）萩田工務店 市内 183,600

高川複合施設駐輪場照明修繕　160,050円（税込） 田島電気工事 市内 86,667

高川複合施設駐輪場照明修繕　160,050円（税込） 田島電気工事 市内 52,496

高川複合施設駐輪場照明修繕　160,050円（税込） 田島電気工事 市内 20,887

高川老人憩の家　ブラインド取替修繕（タチカワブラインド　パーフェクトシルキーＴ-2350）￥50,820（消費税含む） （株）オリオン商会 市内 50,820

高川複合施設西側門扉修繕　187,000円（税込） （株）小谷工務店 市内 58,905

高川複合施設西側門扉修繕　187,000円（税込） （株）小谷工務店 市内 42,355

高川複合施設西側門扉修繕　187,000円（税込） （株）小谷工務店 市内 61,336

高川複合施設西側門扉修繕　187,000円（税込） （株）小谷工務店 市内 24,404

庄内幸町図書館 庄内幸町図書館　照明灯安定器取替修繕　27,000円（税込） （株）八杉電気商会 市内 27,000

庄内幸町図書館4階ミニホール照明修繕一式　213,400円（税込） （株）八杉電気商会 市内 213,400

利倉西センター・利倉西センター図書室 誘導灯ランプ取替修繕　利倉西センター　金額：5,390円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 5,390

中央公民館 中央公民館 消防用設備修繕　239,800円（税込） 興和防災（株） 市外 239,800

中央公民館　和室掃出し窓修繕 （株）河崎組 市内 209,000

中央公民館　外部土間タイル補修工事　82,500円（税込） （株）河崎組 市内 82,500

中央公民館 4階窯室扉ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換修繕料 （株）河崎組 市内 28,080

中央公民館 自動火災報知設備修繕 日研電気（株） 市内 137,700

中央公民館 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ冷凍機修繕 豊工業(株) 市内 141,480

中央公民館 1階ﾌｧﾝｺｲﾙ用ﾌｨﾙﾀｰ修繕料 豊工業(株) 市内 68,200

中央公民館 2階消火水槽給水管漏水修繕 ササベ設備（株） 市内 5,060

中央公民館 R2.2.24-25実施 1階集会場照明器具取替修繕 （株）きしもと 市内 584,540

人権平和センター螢池 螢池人権まちづくりセンター　冷却塔排水管修理　金額：86,400円（消費税込） 新西日本冷機（株） 市内 86,400

螢池人権まちづくりセンター　屋上　冷却塔ファン　Vﾍﾞﾙﾄ取替　金額：32,940円（消費税込） 新西日本冷機（株） 市内 32,940
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螢池人権まちづくりセンター　構内柱避雷器更新　金額：213,840円（消費税込） 西田電気（株） 市内 213,840

螢池人権まちづくりセンター　自動防災報知器設備取替修理　金額：35,640円（消費税込） （有）ユタカ防災 市内 35,640

螢池人権まちづくりセンター　1階男子トイレ　小便器部品取替修理　金額：25,871円（消費税込） （有）岡村水道ポンプ工業所 市内 25,871

螢池人権まちづくりセンター　屋上　冷却塔モータ等取替工事　金額：421,200円（消費税込） 新西日本冷機（株） 市内 421,200

螢池人権まちづくりセンター　アルミパネル３ミリ（２重重ね）他1点　合計：22,680円 豊中硝子（株） 市内 22,680

螢池人権まちづくりセンター　空調設備修理一式　金額：14,472円 （株）きしもと 市内 14,472

螢池人権まちづくりセンター　ホール照明のLED球変更（蛍光灯からLEDへの交換工事）　金額：454,680円（消費税込） （株）村上電業社 市内 454,680

螢池人権まちづくりセンター　集会所系統の排気ファン整備　金額：187,000円（消費税込） 新西日本冷機（株） 市内 187,000

螢池人権まちづくりセンター　ホール照明（前部4台）のLED球変更（蛍光灯からLEDへの交換工事）　金額：191,265円（消費税込） 西田電気（株） 市内 191,265

螢池人権まちづくりセンター　自動防災報知器設備取替修理、誘導灯内蔵電池取替修理　金額：59,290円（消費税込） （有）ユタカ防災 市内 59,290

保健所 豊中市保健所　消防設備不良箇所改修工事（誘導灯及び誘導標識取替）　83,160円(消費税含む) （株）エリアテック 市外 83,160

豊中市保健所　3階倉庫出入口　取手修繕　30,800円（消費税含む） （株）小谷工務店 市内 30,800

豊中市保健所　事務室2　壁及びﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ取付修繕　83,160円（消費税含む） （株）中野工務店 市内 83,160

豊中市保健所　公用車搬入口修繕　176,580円（消費税含む） （株）小谷工務店 市内 176,580

豊中市保健所　倉庫南面一部外壁修繕　291,600円（消費税含む） （株）中野工務店 市内 291,600

豊中市保健所　電波障害受信設備修繕　69,300円（消費税含む） （株）きしもと 市内 69,300

豊中市保健所　2階混合水栓部品・１階洗面器水栓取替修繕工事　30,346円（消費税含む） 青葉設備工業（株） 市内 30,346

豊中市保健所電波障害受信設備修理（保安器取替他）　24,090円（税込み） （株）きしもと 市内 24,090

保健所　国旗塔ロープ修繕他　88,000円（消費税含む） （株）小谷工務店 市内 88,000

庄内保健センター 庄内保健センター　ガス漏れ修繕　140,400円（税込） 大阪瓦斯（株）ネットワークカンパニー　北東部導管部 市外 140,400

庄内保健センター　空調機用Vベルト取替修繕　41,040円（税込） 豊工業(株) 市内 41,040

庄内保健センター　吸収式用冷温水ポンプ取替修繕　422,280円（税込） 豊工業(株) 市内 422,280

庄内保健センター　診察準備室流し台ワンコ取替修繕　10,560円（税込) 青葉設備工業（株） 市内 10,560

庄内保健センター　レントゲン室水栓バルブ取替修繕　23,996円（税込) 青葉設備工業（株） 市内 23,996

庄内保健センター　ガス埋設配管、立上げ配管修繕工事　527,000円（税込） （株）辻中 市内 527,000

庄内保健センター　ガス架空配管修繕工事　462,600円（税込） （株）辻中 市内 462,600

熊野田中央会館・熊野田老人憩の家 熊野田老人憩の家　高圧カットアウト用ヒューズ取替　￥10,368（消費税含む） （一財）関西電気保安協会　大阪北営業所 市外 10,368

熊野田老人憩の家　2階男子トイレ洋便器自動フラッシュバルブ修理　￥43,200（消費税含む） （有）ダイシン設備 市内 43,200

熊野田老人憩の家　2階集会室床修繕　￥461,700（消費税含む） （株）中野工務店 市内 461,700

熊野田老人憩の家　誘導灯内臓電池取替修繕　￥34,870（消費税含む） （有）ユタカ防災 市内 34,870

小曽根校区南郷の家 憩の家　消防設備修繕　￥11,448（消費税含む）（小曽根・非常警報設備バッテリー取替￥4,320　豊南・誘導灯用バッテリー不良取替￥7,128） 安全産業（株） 市外 11,448

業務用ガスレンジ取換修繕　￥160,820（消費税含む） 伊丹産業（株） 市外 160,820

豊島北老人憩の家 豊島北老人憩の家　照明器具取替修理　￥28,242（消費税含む） （株）きしもと 市内 28,242

豊南老人憩の家 豊南老人憩の家　2階湯沸し器行き屋外立ち上がりガス管　腐食漏れ修繕一式　￥5,060（消費税含む） 大阪瓦斯（株）ネットワークカンパニー　北東部導管部 市外 5,060

豊南老人憩の家　2階給湯室床修繕　￥179,300（消費税含む） （株）小谷工務店 市内 179,300

堀田老人憩の家 堀田老人憩の家　3階第2娯楽室扉修繕　￥41,040（消費税含む） （株）小谷工務店 市内 41,040

堀田老人憩の家　スライディングウォールメンテナンス　サイドフレーム・サイドギア交換修繕　￥267,300（消費税含む） （株）オリオン商会 市内 267,300

堀田老人憩の家　モノコム25　タチカワブラインド　操作紐修繕　￥22,000（消費税含む） （株）オリオン商会 市内 22,000

堀田老人憩の家　娯楽室照明修繕（10台ランプ取替）￥281,050（消費税含む） 西田電気（株） 市内 281,050

堀田老人憩の家　娯楽室照明修繕（10台ランプ取替）￥281,050（消費税含む） 西田電気（株） 市内 281,050

堀田老人憩の家　タチカワブラインド　モノコム25　￥64,900（消費税含む） （有）ケイアイ 不明 64,900

庄本複合施設 庄本複合施設 消防用設備不良ヶ所 改修 誘導灯　93,000円+税9,300円=計102,300円 安全産業（株） 市外 102,300

庄本複合施設　１階外部排水会所漏水修理　66,960円 （株）小谷工務店 市内 66,960

庄本複合施設　１階ホールパイプシャフト内排水菅修繕　185,479円 （有）ダイシン設備 市内 185,479

庄本複合施設2階浴室電源処理修繕 （株）八杉電気商会 市内 16,500

庄本複合施設2階風呂シャワーホース取替及び脱衣室水栓取替修繕 豊工業(株) 市内 53,900

庄本複合施設ボイラー修繕　548,570円（消費税込） （株）前田鉄工所　大阪営業所 市外 548,570

生活情報センターくらしかん くらしかん　１階キッチン出入口扉修繕一式　111,240円（税込） （有）榊建材店 市外 111,240

くらしかん　消防設備改修　115,888円（191,160円のうち行政総務課負担分）　債権者：株式会社テックビルケア代表取締役茶橋昭夫（摂津市鶴野4丁目10番22号） 株式会社テックビルケア 市外 115,888

くらしかん　消防設備改修　75,272円（191,160円のうちくらし支援課負担分）　債権者：株式会社テックビルケア代表取締役茶橋昭夫（摂津市鶴野4丁目10番22号） 株式会社テックビルケア 市外 75,272

くらしかん　屋上冷却塔Ｖベルト交換作業　80,740円（消費税込） （株）ビケンテクノ 市外 80,740

くらしかん　３階体験学習室出入口扉修繕　22,550円（税込） （有）榊建材店 市外 22,550

くらしかん　１階厨房出入口扉修繕　25,300円（消費税込） （有）榊建材店 市外 25,300

くらしかん　１階トイレ片引半自動扉修繕　576,400円（税込） （有）榊建材店 市外 576,400

くらしかん　１階生活情報ひろば照明器具修理　15,768円（消費税込） （株）きしもと 市内 15,768

豊中市生活情報センターくらしかん照明点灯方式変更修繕 薮谷電気工事（株） 市内 32,400

3階集会室空調機（三菱MPUZ-RP280HA7)修理 （株）きしもと 市内 98,280

くらしかん　主出入口階段下陥没修繕　99,360円（消費税込） （有）西岡建設 市内 99,360

くらしかん　３階男子トイレ漏水修理　73,440円（税込） （株）セツリョウ 市内 73,440

くらしかん　３階男子トイレ手洗器用自動水栓修繕　99,990円（税込） （株）セツリョウ 市内 99,990

くらしかん　汚水水中ポンプ取替修繕一式　495,000円（税込） （有）ダイシン設備 市内 495,000

くらしかん　排水用チャッキ弁取替修繕一式　99,000円（税込） （有）ダイシン設備 市内 99,000

くらしかん　地下トイレフラッシュバルブ取替修繕　73,700円（税込） （有）ダイシン設備 市内 73,700
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くらしかん　３階女子トイレ洗濯流し給水栓取替修繕　26,950円（税込） （株）セツリョウ 市内 26,950

くらしかん　非常照明設備修繕　150,810円（税込） （株）きしもと 市内 150,810

くらしかん　バリカー修繕　173,910円（消費税込） （有）西岡建設 市内 173,910

くらしかん　講座室他照明器具取替修理　298,540円（税込） （株）きしもと 市内 298,540

くらしかん　３階女子トイレ子供用フラシュバルブピストン取替修繕　12,925円（税込） （株）セツリョウ 市内 12,925

労働会館 労働会館　誘導灯用バッテリー修繕 （株）ダイリン 市内 14,300

労働会館3階男子トイレ漏水修理 （株）セツリョウ 市内 30,240

労働会館2階空調機修理 （株）きしもと 市内 98,928

労働会館第一会議室空調機修理 （株）きしもと 市内 93,500

消防局・北消防署合同庁舎 消防局北消防署合同庁舎 地下1階 ボイラ室　ボイラ修繕(メカニカルシール等取替作業) 合計54,000円(税込) （株）日本サーモエナー関西支社 市外 54,000

消防局北消防署合同庁舎　地下浴室土間排水溝修繕　合計20,520円(税込) ハウス・ドレイン・サービス 市外 20,520

消防局北消防署合同庁舎 空調設備保守点検に伴う不具合修理（送風機用Vベルト取替・加湿モジュール取替） 合計297,000円(税込) （株）サム冷房社豊中営業所 市外 297,000

消防局北消防署合同庁舎 西側駐車場 境界石垣撤去工事 合計512,600円(税込) （株）井上塗装店 市内 512,600

消防局北消防署合同庁舎 北側駐輪場 防犯カメラ設置工事 合計194,119円(税込) （株）井上塗装店 市内 194,119

消防局北消防署合同庁舎5階 天井板他修繕 合計49,680円(税込) （株）小池工務店 市内 49,680

消防局　地下脱衣所　スピーカー修繕  合計 14,364円(税込) 田島電気工事 市内 14,364

消防局北消防署合同庁舎 1階トイレ 小便器水栓金具修繕 合計16,362円(税込) （有）岡村水道ポンプ工業所 市内 16,362

消防局北消防署合同庁舎 １階エレベーター前掲示板取付工事  合計191,808円(税込) （株）井上塗装店 市内 191,808

消防局 地下１階浴室 混合栓水漏れ修理(ガスケット交換) 合計9,720円(税込) （有）岡村水道ポンプ工業所 市内 9,720

消防局北消防署合同庁舎　オーバードアリモコン修繕  合計 18,360円(税込) 日本シヤツター北大阪販売（株） 市内 18,360

消防局北消防署合同庁舎 地下1階電気室 屋内消火栓ﾌﾞﾚｰｶｰ移設修繕 合計278,300円(税込) 田島電気工事 市内 278,300

消防局北消防署合同庁舎　漏水修繕 合計215,318円(税込) （株）井上塗装店 市内 215,318

消防局北消防署合同庁舎 1階天井部雨水管取り換え他修繕 合計95,119円(税込) （株）井上塗装店 市内 95,119

消防局　消防用設備点検不備箇所修繕　場所:消防局北消防署合同庁舎・新千里消防署・南消防署服部出張所　合計54,725円(税込) （有）ユタカ防災 市内 54,725

消防局北消防署合同庁舎 地下1階洗濯室 電灯スイッチ修理 合計7,260円(税込) 田島電気工事 市内 7,260

消防局北消防署合同庁舎 ４階 身障者用トイレ便器取替修繕　 合計441,221円(税込) （有）岡村水道ポンプ工業所 市内 441,221

消防局4階　トイレ漏水修繕　合計28,584円(税込) （有）岡村水道ポンプ工業所 市内 28,584

消防局北消防署合同庁舎消防用設備取替修繕(誘導灯ランプ) 合計19,250円(税込) （有）ユタカ防災 市内 19,250

北消防署新千里出張所 新千里消防署 2階女子仮眠室 ルームエアコン修理 合計23,814円(税込) （株）アオイ冷熱 市内 23,814

新千里消防署 アコーディオン扉修繕 合計16,200円(税込) （株）小池工務店 市内 16,200

新千里消防署　2階脱衣場床修繕　合計191,950円(税込) （株）井上塗装店 市内 191,950

北消防署桜井谷出張所 桜井谷出張所 外壁ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ剥落危険部修繕 合計198,000円(税込) 工商会（株） 市内 198,000

桜井谷出張所　照明リモコンブレーカー修繕  合計 9,720円(税込) 田島電気工事 市内 9,720

桜井谷出張所 仮眠室天井修繕 合計51,840円(税込) （株）井上塗装店 市内 51,840

北消防署原田出張所 原田出張所 浴室シャワー取替修繕及び洗面台蛇口取替修繕 合計209,887円(税込) （有）岡村水道ポンプ工業所 市内 209,887

原田出張所1階トイレ換気扇修繕 合計29,160円(税込) （株）小池工務店 市内 29,160

原田出張所　引違戸錠改修　合計55,000円(税込) （株）小池工務店 市内 55,000

北消防署螢池出張所 蛍池出張所　手摺子修繕　合計25,300円(税込) （株）井上塗装店 市内 25,300

蛍池出張所 1階トイレ内洗面台修繕 合計23,080円(税込) （有）岡村水道ポンプ工業所 市内 23,080

蛍池出張所 受付 照明修繕 合計27,939円(税込) 田島電気工事 市内 27,939

蛍池出張所 浴室扉修繕 合計99,000円(税込) 豊中硝子（株） 市内 99,000

蛍池出張所 防火扉塗装塗替え他修繕 合計259,600円(税込) （株）中野工務店 市内 259,600

北消防署東泉丘出張所 東泉丘出張所 ﾄｲﾚ 小便器取替修繕 合計264,330円(税込) （有）岡村水道ポンプ工業所 市内 264,330

東泉丘出張所　1階台所 水栓取替修繕 合計 46,904円(税込) （有）岡村水道ポンプ工業所 市内 46,904

東泉丘出張所 1階脱衣室 洗面水栓取替修繕 合計47,023円(税込) （有）岡村水道ポンプ工業所 市内 47,023

東泉丘出張所 消防用設備取換修繕(煙感知器、消火器) 合計30,470円(税込) （有）ユタカ防災 市内 30,470

南消防署 南消防署　2階食堂窓修繕(ｷｬﾌﾞﾚｯｸｽｵﾍﾟﾚｰﾀｰ露出型ﾊﾝﾄﾞﾙﾎﾞｯｸｽ取付) 合計88,560円(税込) 豊中硝子（株） 市内 88,560

南消防署事務所照明修繕　 合計204,120円(税込) 田島電気工事 市内 204,120

南消防署地下講堂非常照明修繕　 合計595,080円(税込) 田島電気工事 市内 595,080

南消防署地下講堂高天井照明修繕　 合計585,360円(税込) 田島電気工事 市内 585,360

南消防署 掲揚台専用ロープ取替修繕 合計30,520円(税込) （株）井上塗装店 市内 30,520

南消防署 地下1階乾燥室・洗濯室 ダクトファン修繕 合計166,320円(税込) 田島電気工事 市内 166,320

南消防署 2階浴室 照明修繕 合計54,756円(税込) 田島電気工事 市内 54,756

南消防署地下講堂高天井照明修繕　 合計598,320円(税込) 田島電気工事 市内 598,320

南消防署地下講堂天井照明他修繕　 合計598,320円(税込) 田島電気工事 市内 598,320

南消防署 2階トイレ 換気扇修繕 合計99,770円(税込) 田島電気工事 市内 99,770

南消防署 浴室・洗面 水栓修繕 合計23,980円(税込) 矢野水道工業所 市内 23,980

南消防署 事務所・仮眠室・食堂照明修繕 合計299,200円(税込) 田島電気工事 市内 299,200

南消防署 2階脱衣所及び浴室修繕 合計599,500円(税込) （株）井上塗装店 市内 599,500

南消防署小曽根出張所 小曽根出張所 車庫 照明修繕 合計24,008円(税込) 田島電気工事 市内 24,008

南消防署服部出張所 服部出張所 漏水修繕 合計178,123円(税込) （有）岡村水道ポンプ工業所 市内 178,123

服部出張所 浴室 鏡取替修繕 合計11,340円(税込) 豊中硝子（株） 市内 11,340

服部出張所 ｵｰﾊﾞｰﾄﾞｱ修理(ﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙ脱出直し修繕) 合計35,640円(税込) 日本シヤツター北大阪販売（株） 市内 35,640
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業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

服部出張所 ｵｰﾊﾞｰﾄﾞｱ修理(リミット装置取替) 合計45,360円(税込) 日本シヤツター北大阪販売（株） 市内 45,360

服部出張所　１階出入口照明修理　合計31,240円(税込) 田島電気工事 市内 31,240

服部出張所 壁ひび割れ修繕 合計299,200円(税込) （株）中野工務店 市内 299,200

文書館 豊中市文書館自動扉開閉装置修繕　343,200円 ナブコドア（株）北大阪営業所 市外 343,200

豊中市文書館・外構フェンス修繕　260,000×1.08＝280,800 （株）オオジ 市内 280,800

文書館　東面外壁ひび割れ修繕　75,000×1.08＝81,000 工商会（株） 市内 81,000

豊中市役所別館 豊中市役所別館３F女子便所洗面器排水金具取替修繕 （株）マルサンテック 市内 30,240

別館二階出入口扉他ドアチェック修繕 （株）小池工務店 市内 50,600

勝部センター 自動火災報知設備絶縁不良調査及び修繕　1式　勝部センター　金額：165,000円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 165,000

感知器取替修繕、屋外地下タンク取替工事　勝部センター　金額：27,390円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 27,390

外灯不点に伴う取替修繕　勝部センター　金額：27,500円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 27,500

原田センター １階便所スイッチ不良取替修繕　原田センター　金額：12,960円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 12,960

利倉センター 1階トイレ臭気調査修理　利倉センター　金額：16,445円（消費税含む） （同）豊中市管工事組合 市内 16,445

和風便所漏水修理　利倉センター　金額：18,095円（消費税含む） （同）豊中市管工事組合 市内 18,095

管理人室棚下灯取替修繕　利倉センター　金額：20,900円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 20,900

穂積センター 外灯不点修繕　穂積センター　金額：17,280円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 17,280

外灯タイムスイッチ不良取替修繕　穂積センター　金額：34,100円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 34,100

水銀灯不点に伴うLED取替修繕　穂積センター　金額：61,600円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 61,600

三国センター 管理人室照明スイッチ不良取替修繕　三国センター　金額：13,200円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 13,200

庄内東センター 浴室ドア取替え工事　庄内東センター　金額：53,784円（消費税含む） 中井ガラス店 市内 53,784

照明器具修理　庄内東センター　金額：75,600円（消費税含む） （株）村上電業社 市内 75,600

誘導灯用ランプ取替修繕　庄内東センター　金額：5,390円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 5,390

非常照明器具他取替修繕　庄内東センター　金額：149,600円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 149,600

１階ホール非常照明器具取替修繕　庄内東センター　金額：71,500円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 71,500

非常放送設備バッテリー取替修繕　庄内東センター　金額：55,000円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 55,000

上津島センター 玄関扉修繕　上津島センター　金額：10,800円（消費税含む） （有）榊建材店 市外 10,800

管理人室スイッチ不良取替修繕　上津島センター　金額：9,900円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 9,900

非常照明器具取替修繕　上津島センター　金額：78,100円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 78,100

保育室カーペット修繕　上津島センター　金額：299,200円（消費税含む） 青野組（有） 市内 299,200

服部南センター 便所漏水修理　　服部南センター　　金額：14,536円（消費税含む） （同）豊中市管工事組合 市内 14,536

浴槽漏水修理　服部南センター　金額：51,480円（消費税含む） （同）豊中市管工事組合 市内 51,480

散水栓漏水修理　服部南センター　金額：15,180円（消費税含む） （同）豊中市管工事組合 市内 15,180

非常照明器具取替修繕　服部南センター　金額：283,800円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 283,800

エアコン室内機修繕　服部南センター　金額：55,000円（消費税含む） （株）アオイ冷熱 市内 55,000

煙感知器取替修繕　服部南センター　金額：64,460円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 64,460

豊南東センター 非常照明バッテリー取替修繕　豊南東センター　　金額：35,200円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 35,200

箕輪センター 窓修理　　箕輪センター　　金額：29,160円（消費税含む） （有）榊建材店 市外 29,160

管理人室のお風呂のガス修繕　箕輪センター　金額：21,710円（消費税含む） （株）辻中 市内 21,710

洗面所照明器具取替修繕　箕輪センター　金額：31,320円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 31,320

風呂釜修繕　箕輪センター　金額：17,754円（消費税含む） （株）辻中 市内 17,754

非常照明用バッテリー取替修繕　箕輪センター　金額：73,700円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 73,700

管理人室修繕　箕輪センター　金額：598,950円（消費税含む） （株）小池工務店 市内 598,950

服部寿センター 階段通路20W1灯用、煙感知器スポット型取替修繕　服部寿センター　金額：77,660円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 77,660

便所タイル破損修理　服部寿センター　金額：17,710円（消費税含む） （同）豊中市管工事組合 市内 17,710

非常照明用バッテリー他取替修繕　服部寿センター　金額：138,600円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 138,600

庄内南センター 非常照明器具取替修繕　庄内南センター　金額：181,500円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 181,500

2階扉廻り　シーリング他修繕　庄内南センター　金額：88,560円（消費税含む） 工商会（株） 市内 88,560

誘導灯ランプ取替修繕　庄内南センター　金額：8,470円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 8,470

庄本センター 非常照明器具取替修繕　庄本センター　金額：238,700円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 238,700

千成センター 玄関扉修繕　共同利用施設千成センター　金額：79,920円（消費税含む） （有）榊建材店 市外 79,920

玄関扉修繕　千成センター　　金額：47,520円（消費税含む） （有）榊建材店 市外 47,520

浴室換気扇取替修繕　千成センター　金額：45,100円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 45,100

非常照明器具取替修繕　千成センター　金額：69,300円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 69,300

大島センター 非常照明器具取替修繕　大島センター　金額：214,500円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 214,500

インターホン通話不良機器取替修繕　大島センター　金額：23,100円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 23,100

日出センター 非常照明器具取替修繕　日出センター　金額：81,400円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 81,400

引込盤ブレーカー交換　日出センター　金額：99,825円（消費税含む） （株）村上電業社 市内 99,825

引込盤上部扉修理　日出センター　金額：51,480円（消費税含む） （株）村上電業社 市内 51,480

山ノ上センター 差動式感知器スポット型火災報知器取替修繕　山ノ上センター　金額：99,990円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 99,990

螢池センター 玄関屋根修繕　蛍池センター　　金額：129,600円（消費税含む） 勝部建設（株） 市内 129,600

階段通路40W1灯用取替修繕　螢池センター　金額：42,020円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 42,020

非常照明器具取替修繕　蛍池センター　金額：363,000円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 363,000

自火報断線調査及び修繕　螢池センター　金額：110,000円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 110,000
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管理人室の勝手口錠前補修　蛍池センター　金額：80,300円（消費税含む） （株）小池工務店 市内 80,300

豊島北センター 1階保育室照明器具不点取替修繕　豊島北センター　金額：42,900円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 42,900

管理人室畳修繕　豊島北センター　　金額：164,700円（消費税含む） 青野組（有） 市内 164,700

感知器取替修繕　豊島北センター　金額：90,420円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 90,420

誘導灯取替修繕　豊島北センター　金額：46,200円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 46,200

非常照明器具取替修繕　豊島北センター　金額：106,700円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 106,700

庄内宝センター 非常照明器具他取替修繕　庄内宝センター　金額：258,500円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 258,500

手洗い蛇口漏水修理　庄内宝センター　金額：11,178円（消費税含む） （同）豊中市管工事組合 市内 11,178

誘導灯ランプ取替修繕　庄内宝センター　金額：9,350円（消費税含む）　バッテリー取替修繕　浜センター　金額：10,670円（消費税含む）合計金額：20,020円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 20,020

外灯不点に伴う取替修繕　庄内宝センター　金額：16,500円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 16,500

庄内幸センター 屋外会所蓋取替え修理　庄内幸センター　金額：116,424円（消費税含む） （同）豊中市管工事組合 市内 116,424

和風便器破損取替え修理　庄内幸センター　金額：125,420円（消費税含む） （同）豊中市管工事組合 市内 125,420

勝手口扉修繕　庄内幸センター　金額：33,480円（消費税含む） （株）小谷工務店 市内 33,480

コンクリート土間修繕　庄内幸センター　金額：99,000円（消費税含む） 中部工業（株） 市内 99,000

照明器具取替修繕　庄内幸センター　金額：83,600円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 83,600

非常放送増幅器短絡調査及び修繕　庄内幸センター　金額：110,000円（消費税含む） （株）ダイリン 市内 110,000

曽根西センター １階小便器漏水修理　曽根西センター　金額：16,718円（消費税含む） （同）豊中市管工事組合 市内 16,718

２階休養室エアコン部品不良修繕　曽根西センター　金額：60,480円（消費税含む） 薮谷電気工事（株） 市内 60,480

曽根東センター 管理人室修繕　　曽根東センター　金額：512,600円（消費税含む） 青野組（有） 市内 512,600

水道止水栓不良修繕　曽根東センター　金額：20,085円（消費税含む） 豊中市上下水道事業管理者 市内 20,085

1階トイレ間仕切り修繕　曽根東センター　金額：99,000円（消費税含む） （株）小池工務店 市内 99,000

穂積南センター 豊中市共同利用施設穂積南センター空調修繕 トータルメンテナンス（株） 市内 844,800

庄内出張所・庄内市民センター 庄内出張所　自動扉装置修理 ナブコドア（株）北大阪営業所 市外 228,800

共同利用施設 庄内市民センター　保育室、休養室の畳表替え　191,100円 消費税15,288円 合計206,388円 （有）おおかわ 市内 206,388

共同利用施設 庄内市民センター　トイレ修繕工事　66,033円 青葉設備工業（株） 市内 66,033

誘導灯修繕 日研電気（株） 市内 75,900

環境事業所 環境事業所　受水槽給水装置修理　38,600円　消費税 3,860円　支払額 42,460円 （株）大阪ビル管理 市外 42,460

環境事業所　真空式温水ヒーター部品交換修繕　75,500円　消費税 7,550円　支払額 83,050円 （株）日本サーモエナー関西支社 市外 83,050

消防設備差動式スポット型感知器取替修繕　10,000円　消費税 1,000円　支払額 11,000円 （株）ダイリン 市内 11,000

環境事業所　ろ過配管漏水修繕一式　145,800円（消費税込） 豊工業(株) 市内 145,800

環境事業所　北館1階男子トイレ　手洗器時動水栓取替修繕一式　97,317円（税込） 青葉設備工業（株） 市内 97,317

環境事業所　北館浴室シャワー水栓取替修繕一式　49,349円（税込） 青葉設備工業（株） 市内 49,349

環境事業所　北館1階男子トイレ　小便器給水配管修繕一式　272,103円　消費税21,768円　合計293,871円 青葉設備工業（株） 市内 293,871

環境事業所　大会議室HDMIケーブル配線修繕一式　42,120円（税込） 西田電気（株） 市内 42,120

環境事業所　北館事務所テンパドア修繕一式　97,200円（消費税込） （株）森田工務店 市内 97,200

環境事業所　倉庫樋補修工事一式　72,360円（税込） （株）オカショウ 市内 72,360

環境部　環境事業所機械室集毛器不良修理一式　57,200円（税込） 豊工業(株) 市内 57,200

豊中市環境部減量計画課ドアクローザー交換工事一式　49,500円(税込) （株）オカショウ 市内 49,500

環境事業所北館2階詰所及び各部屋(会議室･多目的室･和室)内非常用照明取替修繕一式　526,181円(税込) 西田電気（株） 市内 526,181

環境事業所北館2階廊下及び踊り場非常用照明取替修繕一式　466,156円(税込) 西田電気（株） 市内 466,156

環境事業所北館　美化推進課・事業ごみ指導課事務所内非常用照明取替修繕一式　381,420円(税込) 西田電気（株） 市内 381,420

環境事業所北館1階廊下及び踊り場非常用照明取替修繕一式　410,036円(税込) 西田電気（株） 市内 410,036

環境事業所北館2階食堂及び廊下非常用照明取替修繕一式　410,036円(税込) 西田電気（株） 市内 410,036

環境事業所北館家庭ごみ事業課事務所内非常用照明取替修繕一式　285,571円(税込) 西田電気（株） 市内 285,571

環境事業所　北館手洗器自動水洗取替修繕工事　73,040円　消費税7,304円　合計80,344円 青葉設備工業（株） 市内 80,344

環境部　減量計画課浴室混合水栓修繕工事　39,131円(税込) 青葉設備工業（株） 市内 39,131

給湯ラインポンプの部品（パッキン）交換修繕一式　17,600円(税込) 豊工業(株) 市内 17,600

本庁舎 豊中市役所　第１庁舎３階経営計画課錠前修繕 （株）かぎテック 市外 14,040

豊中市役所第一庁舎4階監査委員会事務局錠前交換修繕　計21,708円 （株）かぎテック 市外 21,708

豊中市役所第二庁舎空調自動制御機器取替修繕 日本電技（株）大阪支店 市外 594,000

豊中市役所第一庁舎屋上出入口錠前修繕　計29,592円 （株）かぎテック 市外 29,592

豊中市第二庁舎空調自動制御AC-202コントローラ修理 日本電技（株）大阪支店 市外 507,600

豊中市役所第一庁舎消防設備修繕 （株）エリアテック 市外 135,000

豊中市第二庁舎機械式駐車設備チェーン等取替修理 新明和工業（株）流体事業部営業本部関西支店 市外 321,332

豊中市第一庁舎空調制御用センサー及び温度調節器取替修理 日本電技（株）大阪支店 市外 540,000

豊中市第二庁舎空調自動制御AC-204コントローラ修理 日本電技（株）大阪支店 市外 507,600

第一庁舎5階男子トイレ内うがい器修繕　計15,552円 サラヤ（株）近畿支店 市外 15,552

豊中市役所第二庁舎1階ホール自動扉北出入口外側左右扉・南出入口内側左右扉錠前交換修繕　計68,860円 （株）かぎテック 市外 68,860

豊中市庁舎第二庁舎３階大会議室バトン用ワイヤロープ修理 （株）三精エンジニアリング 市外 141,900

豊中市第二庁舎AC-202AC-204用リモートユニット取替修理 日本電技（株）大阪支店 市外 418,000

豊中市役所第二庁舎空調自動制御AC－202,AC－204用ネットリンクシステム修繕 日本電技（株）大阪支店 市外 594,000

第一庁舎３階４階シリンダー入替 （株）かぎテック 市外 12,100

豊中市第二庁舎機械式駐車設備１号機修理 新明和工業（株）流体事業部営業本部関西支店 市外 494,896
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第一庁舎3階カーテン修繕（副市長室1・2）　計444,206円 インテリアミカ 市内 444,206

第一庁舎3階カーテン修繕（第1応接室・第2応接室）　計478,183円 インテリアミカ 市内 478,183

豊中市役所議会棟東側冷温水管漏水修理 （有）山田管工 市内 525,800

第一庁舎3階　第二応接室東側床面修繕　計555,500円 （株）松本工務店 市内 555,500

豊中市役所議会棟南側冷温水管漏水修理 （有）山田管工 市内 506,000

豊中市役所議会棟温水管漏水保温修理 （有）山田管工 市内 484,000

議会棟2階　議員控室前ホール修繕　計576,675円 （株）松本工務店 市内 576,675

議会棟第一応接室クロス・カーペット修繕　計484,000円 （株）松本工務店 市内 484,000

第一庁舎３階記者室　東面壁ひび割れ修繕　計423,500円 （株）河崎組 市内 423,500

第一庁舎3階　応接室前廊下修繕　計572,000円 （株）松本工務店 市内 572,000

議会棟階段タイル及び蹴上がり部分修繕　計579,590円 （株）松本工務店 市内 579,590

議会棟2階　第1応接室修繕　計484,000円 （株）松本工務店 市内 484,000

第一庁舎3階　市長室・副市長室前廊下修繕　計572,000円 （株）松本工務店 市内 572,000

第一庁舎3階第一応接室西側床面修繕　計566,500円 （株）松本工務店 市内 566,500

市長室西側床面修繕　計495,000円 （株）松本工務店 市内 495,000

第一庁舎3階第二応接室西側床面修繕　計555,500円 （株）松本工務店 市内 555,500

議会棟正副議長室前カーペット修繕　計592,350円 （株）松本工務店 市内 592,350

議会棟2階　事務局前廊下修繕　計576,675円 （株）松本工務店 市内 576,675

第二庁舎５階施設課打合室天井修繕　計52,800円 （株）河崎組 市内 52,800

豊中市役所本庁出入口バリカー修繕 （株）オオジ 市内 48,600

豊中市第一庁舎６階女子便所大便器排水管漏水修理 豊工業(株) 市内 299,700

豊中市役所第一庁舎地下１階排水管漏水修理 （有）山田管工 市内 98,280

豊中市役所第二庁舎屋上屋外灯漏電修理 藤本電業（株） 市内 95,040

豊中市第一庁舎屋上冷却塔（２号）点検扉破損修理 豊工業(株) 市内 52,920

第一庁舎1階会議室壁修繕 （株）小池工務店 市内 222,480

豊中市役所第二庁舎土間タイル緊急修繕 （株）松本工務店 市内 194,400

豊中市第二庁舎３階南会議室既設空調機（ビルトイン）5.6ｋｗ取付 豊工業(株) 市内 596,160

豊中市役所第一庁舎６階男子便所小便器自動フラッシュバルブ取替え修理 （有）山田管工 市内 95,040

豊中市役所第一庁舎５階男子便所手洗い自動水栓取替え修理 （有）山田管工 市内 86,400

豊中市役所第一庁舎停電点検に伴う仮設電源設置整備 藤本電業（株） 市内 165,240

第一庁舎５階空港課照明器具安定器取替修繕 薮谷電気工事（株） 市内 41,040

豊中市役所第一庁舎各階流し排水管修繕 （有）山田管工 市内 129,060

第二庁舎３階女子更衣室扉ドアチェック修繕 （株）小池工務店 市内 37,800

豊中市役所第二庁舎2,4,5F多目的便所洗浄便座設置 （株）マルサンテック 市内 86,400

第一庁舎5階倉庫天井修繕 （株）小池工務店 市内 27,000

議会棟東面1階通路不良部撤去修繕 工商会（株） 市内 43,200

秘書課扉戸当たり修繕　計9,720円 （株）小池工務店 市内 9,720

第一庁舎６階教育総務課照明器具安定器取替修繕 薮谷電気工事（株） 市内 199,800

豊中市役所第二庁舎土間タイル緊急修繕（北・西側）計291,600円 （株）松本工務店 市内 291,600

豊中市第一庁舎３階多目的便所大便器ウォシュレット取替修理 豊工業(株) 市内 232,200

第二庁舎３階サーバー室エアコン用ドレン修繕 （株）アオイ冷熱 市内 73,440

豊中市役所第二庁舎屋上クーリングタワーボールタップ取替修理 （有）山田管工 市内 31,320

豊中市役所第二庁舎地下駐車場泡消火管修理 （有）山田管工 市内 42,120

豊中市役所第一庁舎５階男子便所大便器取替修理 （有）山田管工 市内 145,800

豊中市役所第二庁舎２F東女子便所洗面器自動水栓修繕 （株）マルサンテック 市内 65,340

第二庁舎南側自転車置場土間タイル修繕工事　計572,000円 （株）松本工務店 市内 572,000

第二庁舎南側玄関前土間タイル修繕工事　計594,000円 （株）松本工務店 市内 594,000

第一庁舎5階共有部OAフロア修繕　計44,000円 （株）小池工務店 市内 44,000

市役所第一庁舎５階女子トイレ天井修理 （株）河崎組 市内 337,700

固定資産税課2階ホール梁下端浮き補修　計322,300円 （株）河崎組 市内 322,300

豊中市役所第一庁舎各所天井修繕 （株）河崎組 市内 348,700

第二庁舎南側脇通路土間タイル修繕工事　計352,000円 （株）松本工務店 市内 352,000

第一庁舎2階廊下窓硝子修繕　計52,800円 豊中硝子（株） 市内 52,800

豊中市役所第一庁舎４階男子トイレブース修理 （株）河崎組 市内 590,700

議会棟照明器具取替修理 （株）きしもと 市内 79,035

庁舎照明器具（安定器）取替修理 （株）きしもと 市内 105,600

豊中市役所第一庁舎便所３個所修繕 （有）山田管工 市内 109,780

第一庁舎２階市民税課会議室他照明器具安定期取替修理 薮谷電気工事（株） 市内 157,300

豊中市役所第二庁舎１F東男子便所洗面器自動水栓修繕 （株）マルサンテック 市内 65,340

第一庁舎地下1階壁修繕　計143,000円 （株）小池工務店 市内 143,000

第二庁舎１階女子更衣室扉ドアチェック修繕 （株）小池工務店 市内 38,500

第一庁舎１階市民課照明器具安定器取替修繕 薮谷電気工事（株） 市内 59,400

東分室1階床Pタイル修繕　計22,000円 （株）小池工務店 市内 22,000
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対象業務一覧 【別紙2】

業務分類 総件数
 総契約金額
 対象施設名称 契約名 契約相手方 区分  契約金額（年間・税込）

豊中市役所第二庁舎バリカー等修繕　計572,000円 （株）オオジ 市内 572,000

豊中市役所第一庁舎消防設備修繕 （株）ダイリン 市内 396,770

議会棟１階　委員会室壁面修繕　計297,000円 （株）松本工務店 市内 297,000

第一庁舎３階　副市長室①壁面修繕　計408,925円 （株）松本工務店 市内 408,925

第一庁舎３階　副市長室①床修繕　計592,075円 （株）松本工務店 市内 592,075

第一庁舎３階　副市長室②壁面修繕　計375,925円 （株）松本工務店 市内 375,925

議会棟１階　第１会議室・第２会議室クロス張替修繕　計370,700円 （株）松本工務店 市内 370,700

第一庁舎３階　副市長室②床修繕　計592,075円 （株）松本工務店 市内 592,075

議会棟１階　第2・3・4応接室壁紙修繕　計374,000円 （株）松本工務店 市内 374,000

第一庁舎3階カーテン修繕（市長室）　計553,872円 インテリアミカ 市内 553,872

豊中市役所第二庁舎３階東側女子便所自動水栓取替修繕 （有）山田管工 市内 212,300

豊中市役所第二庁舎４F貯湯式給湯器・男子便所小便センサー・１Fウォータークーラー排水修繕 （株）マルサンテック 市内 143,000

豊中市役所第一庁舎３階女子便所自動水栓取替修繕 （有）山田管工 市内 118,800

第一庁舎５階環境政策課他照明器具安定器取替修繕 薮谷電気工事（株） 市内 41,800

第一庁舎会計室倉庫床修繕　計29,700円 （株）小池工務店 市内 29,700

議会棟カーテンレール修繕　合計297,000円 （株）小池工務店 市内 297,000

議会棟電動カーテン撤去修繕　計105,600円 薮谷電気工事（株） 市内 105,600

豊中市役所議会棟ファンコイル系統冷温水管漏水修理 （有）山田管工 市内 267,300

豊中市役所第二庁舎４階照明及び専用回路増設修繕 薮谷電気工事（株） 市内 136,400

議場及び傍聴席壁紙補修　計503,800円 （株）松本工務店 市内 503,800

議会棟階段滑り止め修繕　計580,910円 （株）松本工務店 市内 580,910

市長室東側床面修繕　計495,000円 （株）松本工務店 市内 495,000

第一庁舎3階第一応接室東側床面修繕　計566,500円 （株）松本工務店 市内 566,500

豊中市役所議会棟地下機械室冷温水管漏水修理 （有）山田管工 市内 462,000

第二庁舎ロビー電動ロールスクリーン修繕　計48,600円 （有）ケイアイ 不明 48,600

豊中市役所会計室シャッターリモコン取付修理　金170,500円　債権者　小俣シャッター株式会社　名古屋支店　支店長　今木秀樹　愛知県名古屋市東区葵1-16-26 小俣シャッター株式会社名古屋支店 不明 170,500

庄内駅前庁舎 豊中市役所庄内駅前庁舎駐輪場内倉庫扉錠前交換修理 （株）かぎテック 市外 48,400

合計 1,202,205,697¥                                              

〇保守業務（R1) 件数 契約金額

合計 373 861,685,187¥ 

市内 102 197,594,305¥ 

市外 271 664,090,882¥ 

〇修繕業務（R1） 件数 金額

合計 2,221 340,520,510¥ ※R2/6/23時点のデータで作成

市内 1,869 295,135,266¥ 

市外 336 43,377,388¥ 

不明 16 2,007,856¥ 
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