
消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（住之江消防署）　　（結果）

住之江消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-1
広報車（ＰＩ328）法定６か月点検
整備業務委託

業務委託 住之江消防署 4,200 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年4月12日

30-2 救助車（R85）用バッテリ買入 買入 住之江消防署 45,800 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年5月10日

30-3 ポリ袋Ａほか３点買入 買入 住之江消防署 21,862 株式会社　籠保 平成30年5月17日

30-4 付箋Ａほか１１点買入 買入 住之江消防署 43,907 株式会社　カナガワ 平成30年5月24日

30-5 小判抜き手提げ袋買入 買入 住之江消防署 9,000 株式会社　カナガワ 平成30年5月24日

30-6 煙発生器専用液買入 買入 住之江消防署 48,000 キンパイ商事　株式会社 平成30年5月24日

30-7 救助車（R85）タイヤ交換 その他 住之江消防署 32,600
株式会社　タイヤーサービス
センター

平成30年6月14日

30-8 救助艇（FB23）用バッテリ買入 買入 住之江消防署 22,800 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年6月14日

30-9 殺虫剤取替液ほか１点買入 買入 住之江消防署 10,500 株式会社　岡野 平成30年6月14日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（住之江消防署）　　（結果）

住之江消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-10 クリヤーブックAほか１点買入 買入 住之江消防署 9,230 株式会社　カナガワ 平成30年6月14日

30-11
パルスオキシメーター作動不良
修理

その他 住之江消防署 18,500 株式会社　アダチ 平成30年6月14日

30-12 単管ほか４点買入 買入 住之江消防署 83,000 株式会社　江南商店 平成30年7月12日

30-13 ブロア車（RW26）用バッテリ交換 その他 住之江消防署 26,800 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年7月12日

30-14 司令車のエアコン修理 その他 住之江消防署 37,000 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年7月12日

30-15
救助器材車（RE８）ほか２台法
定６か月点検整備業務委託

業務委託 住之江消防署 10,400 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年7月26日

30-16
住之江消防署平林出張所の玄
関扉ガラス交換

その他 住之江消防署 20,900 新井硝子店　新井修 平成30年8月2日

30-17 救助車（CR24）タイヤ交換 その他 住之江消防署 63,200
株式会社　タイヤーサービス
センター

平成30年8月2日

30-18 救急車（A356）タイヤ交換 その他 住之江消防署 47,200
株式会社　タイヤーサービス
センター

平成30年8月9日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（住之江消防署）　　（結果）

住之江消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-19 トナーカートリッジ買入 買入 住之江消防署 68,250 株式会社　大阪アベ商事 平成30年8月30日

30-20 トイレットペーパー買入 買入 住之江消防署 28,800 株式会社　籠保 平成30年8月30日

30-21 レンジャーロープ買入 買入 住之江消防署 55,000 株式会社　マトイ防災 平成30年8月30日

30-22
広報車（ＰＩ328）法定12か月点
検整備業務委託

業務委託 住之江消防署 9,100 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年9月27日

30-23 飲料水買入 買入 住之江消防署 11,232 株式会社　カナガワ 平成30年10月4日

30-24 ポリ袋Ａほか５点買入 買入 住之江消防署 30,992 株式会社　籠保 平成30年10月4日

30-25
住之江消防署体育訓練室ほか
１か所のガラス交換

その他 住之江消防署 12,500 新井硝子店　新井修 平成30年10月18日

30-26 付箋Ａほか3点買入 買入 住之江消防署 18,270 株式会社　カナガワ 平成30年10月18日

30-27
小型タンク車（ＳＴ156）タイヤ交
換

その他 住之江消防署 30,000
株式会社　タイヤーサービス
センター

平成30年10月25日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（住之江消防署）　　（結果）

住之江消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-28
防火防災図画展会場の設営撤
去業務委託

業務委託 住之江消防署 79,000 和ークス鈴木　豊 平成30年11月1日

30-29
デジタルカメラ用広角レンズほ
か1点買入

買入 住之江消防署 21,880 株式会社カナガワ 平成30年11月8日

30-30
広報車（PI315）継続検査整備業
務委託

業務委託 住之江消防署 22,700 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年11月15日

30-31 救急車（A376）タイヤ交換 その他 住之江消防署 29,600
株式会社　タイヤーサービス
センター

平成30年11月15日

30-32
小型タンク車（ＳＴ128）バッテリ
交換

その他 住之江消防署 40,900 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年12月6日

30-33 クリップファイルほか１点買入 買入 住之江消防署 9,850 株式会社　カナガワ 平成30年12月6日

30-34 司令車バッテリ交換 その他 住之江消防署 9,700 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年12月13日

30-35 麦茶ほか１点買入 買入 住之江消防署 15,330 株式会社　カナガワ 平成30年12月20日

30-36 ポリ袋ほか１点買入 買入 住之江消防署 13,070 竹山時　株式会社 平成30年12月20日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（住之江消防署）　　（結果）

住之江消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-37 アドブルー買入 買入 住之江消防署 6,000 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年12月20日

30-38 救急車（A376）バッテリ交換 その他 住之江消防署 24,200 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成31年1月24日

30-39
住之江消防署事務室ガラス交
換

その他 住之江消防署 15,800 新井硝子店　新井修 平成31年1月24日

30-40
救助器材車（RE８）ほか２台法
定12か月点検整備業務委託

業務委託 住之江消防署 64,400 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成31年1月24日

30-41
住之江消防署南港出張所洗面
器排水トラップ２か所修繕

その他 住之江消防署 72,000 株式会社　丹羽工業所 平成31年1月24日

30-42 レーザーポインター買入 買入 住之江消防署 11,130 株式会社　カナガワ 平成31年1月24日

30-43 プリンターインク買入 買入 住之江消防署 7,320 株式会社　カナガワ 平成31年1月24日

30-44 乾電池Ａほか１点買入 買入 住之江消防署 6,810 株式会社モリデン 平成31年1月31日

30-45
空気呼吸器Ａ１－０４用左肩ベ
ルトほか２点買入

買入 住之江消防署 32,520 真弓興業株式会社 平成31年1月31日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（住之江消防署）　　（結果）

住之江消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-46 ブロア車（RW26）タイヤ交換 その他 住之江消防署 37,000
株式会社　タイヤーサービス
センター

平成31年2月7日

30-47 トイレットペーパー買入（２） 買入 住之江消防署 29,060 竹山時株式会社 平成31年2月7日

30-48 直管蛍光灯Ａほか３点買入 買入 住之江消防署 19,500 エレクト商事株式会社 平成31年2月7日

30-49
南港出張所プロパンガス買入・
前期(単価契約)

買入 住之江消防署 269 日米礦油株式会社 平成31年2月28日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（住吉消防署）　　（結果）

住吉消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-1
小型タンク車（ST１７５）前輪タイ
ヤ交換

その他 住吉消防署 32,600 ㈱港南タイヤ 平成30年4月19日

30-2 トイレットペーパーほか５点買入 買入 住吉消防署 68,560 ㈱籠保 平成30年4月19日

30-3
大和川右岸合同水防訓練会場
設営撤去業務委託

業務委託 住吉消防署 46,290 和ークス 鈴木　豊 平成30年4月26日

30-4 温水洗浄便座買入 買入 住吉消防署 24,200 ㈱籠保 平成30年4月26日

30-5
自動火災報知設備煙感知器及
び誘導灯補修

その他 住吉消防署 60,000 ㈱ヨシテック 平成30年5月10日

30-6 煙霧器用専用液買入 買入 住吉消防署 50,400 ㈱マトイ防災 平成30年5月25日 同価当せん

30-7
救急車(A366)ほか１台タイヤ交
換

その他 住吉消防署 84,600 ㈱関電Ｌ&Ａ 平成30年5月31日

30-8 はしご車（Ⅼ19）バッテリー交換 その他 住吉消防署 64,600 ㈱関電Ｌ&Ａ 平成30年6月14日

30-9 単管ほか９点買入 買入 住吉消防署 131,240 ㈱江南商店 平成30年6月28日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（住吉消防署）　　（結果）

住吉消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-10 救助訓練人形右足買入 買入 住吉消防署 38,500 キンパイ商事㈱ 平成30年8月9日

30-11
空気呼吸器用右肩ベルトほか４
点買入

買入 住吉消防署 33,840 真弓興業㈱ 平成30年8月9日

30-12 救急車(A３８７)バッテリー交換 その他 住吉消防署 24,800 ㈱関電Ｌ&Ａ 平成30年8月9日

30-13 トナーカートリッジ買入 買入 住吉消防署 43,400 リコージャパン㈱ 平成30年8月9日

30-14
指揮車（ＣＣ３１３）及び広報車
（ＰＩ３４６）の定期点検整備業務
委託

業務委託 住吉消防署 6,400 ㈱関電Ｌ&Ａ 平成30年8月9日

30-15
業務用バイクの定期点検整備
業務委託

業務委託 住吉消防署 7,000 ㈱関電Ｌ&Ａ 平成30年8月9日

30-16 防災訓練用自動車の借入 その他 住吉消防署 50,000 (有)今本モータース 平成30年8月30日

30-17
小型タンク車（ST247）タイヤ交
換

その他 住吉消防署 87,000 ㈱タイヤ―サービスセンター 平成30年8月30日

30-18 トイレットペーパーほか５点買入 買入 住吉消防署 76,500 ㈱籠保 平成30年9月27日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（住吉消防署）　　（結果）

住吉消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-19 小判抜き手提げ袋買入 買入 住吉消防署 17,160 ㈱カナガワ 平成30年10月4日

30-20
小型タンク車（ST175）タイヤ交
換

その他 住吉消防署 29,000 ㈱タイヤーサービスセンター 平成30年10月4日

30-21 蛍光灯Ａほか４点買入 買入 住吉消防署 42,500 エレクト商事㈱ 平成30年10月4日

30-22 耐水紙買入 買入 住吉消防署 21,600 ㈱カナガワ 平成30年11月8日

30-23
救急車（Ａ２９７）スタッドレスタイ
ヤ交換

その他 住吉消防署 59,200 ㈱タイヤーサービスセンター 平成30年11月15日

30-24
指揮車（ＣＣ３１３）及び広報車
（ＰＩ３４６）の定期点検整備業務
委託（２）

業務委託 住吉消防署 19,200 髙原自動車工業㈱ 平成30年12月13日

30-25 司令車の継続検査業務委託 業務委託 住吉消防署 16,200 ㈱関電L&A 平成30年12月13日

30-26 レンジャーロープ買入 買入 住吉消防署 55,000 ㈱マトイ防災 平成31年1月31日

30-27 救助訓練人形右足修理 その他 住吉消防署 38,500 キンパイ商事㈱ 平成31年1月31日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（東住吉消防署）　　（結果）

東住吉消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-1 水難救助用ブーツほか１点買入 買入 東住吉消防署 14,200 キンパイ商事株式会社 平成30年4月26日

30-2 麦茶買入 買入 東住吉消防署 8,400 株式会社カナガワ 平成30年4月26日

30-3 訓練用毛布買入 買入 東住吉消防署 14,100 総合商社タマル　大江　順子 平成30年5月17日

30-4 救急車（A２８２）バッテリー交換 その他 東住吉消防署 24,200 株式会社港南タイヤ 平成30年5月31日

30-5 直管蛍光灯Ａほか２点買入 買入 東住吉消防署 23,800 エレクト商事株式会社 平成30年6月14日

30-6 携帯拡声器買入 買入 東住吉消防署 17,000 株式会社江南商店 平成30年6月21日

30-7 消火訓練用標的買入 買入 東住吉消防署 8,330 竹山時株式会社 平成30年6月21日

30-8 トイレ用洗剤ほか４点買入 買入 東住吉消防署 46,000 株式会社岡野 平成30年6月21日

30-9
東住吉消防署　洗面器排水ト
ラップほか１か所修繕

その他 東住吉消防署 50,000 株式会社丹羽工業所 平成30年6月21日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（東住吉消防署）　　（結果）

東住吉消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-10 トイレットペーパー買入 買入 東住吉消防署 21,670 竹山時株式会社 平成30年7月26日

30-11
所轄指揮車（ＣＣ３０６）ほか１台
の定期点検整備業務委託

業務委託 東住吉消防署 13,800 株式会社関電Ｌ＆Ａ 平成30年7月26日

30-12 はしご車（L６）タイヤ交換 その他 東住吉消防署 114,000
株式会社タイヤーサービスセ
ンター

平成30年8月9日

30-13
空気呼吸器用（ライフゼムA１‐０
４）右肩ベルトほか９点買入

買入 東住吉消防署 68,400
株式会社セフティー・サービ
ス

平成30年8月9日

30-14 温水洗浄便座買入 買入 東住吉消防署 24,480 株式会社籠保 平成30年8月9日

30-15
小型タンク車（ＳＴ２６７）タイヤ交
換

その他 東住吉消防署 58,000
株式会社タイヤーサービスセ
ンター

平成30年9月6日

30-16 食器用洗剤買入 買入 東住吉消防署 11,400 株式会社岡野 平成30年9月6日

30-17 布テープほか１５点買入 買入 東住吉消防署 42,068 中村南店　福澤淑行 平成30年9月6日

30-18 　防災訓練用車両借入 借入 東住吉消防署 68,000 髙原自動車工業株式会社 平成30年9月13日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（東住吉消防署）　　（結果）

東住吉消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-19 台所用漂白剤ほか４点買入 買入 東住吉消防署 11,608 株式会社籠保 平成30年11月8日

30-20
東住吉消防署　３階講堂窓ガラ
ス交換

その他 東住吉消防署 18,000 新井硝子店　新井　修 平成30年11月8日

30-21 トナーカートリッジ買入 買入 東住吉消防署 43,240 株式会社カナガワ 平成30年11月8日

30-22
救助訓練人形　右脚（ふくらは
ぎ部）買入

買入 東住吉消防署 38,500 キンパイ商事株式会社 平成30年11月15日

30-23
所轄指揮車（ＣＣ３０６）継続検
査整備業務委託

業務委託 東住吉消防署 23,300 株式会社関電Ｌ＆Ａ 平成30年11月15日

30-24 トイレットペーパー買入（２） 買入 東住吉消防署 21,670 竹山時株式会社 平成30年12月20日

30-25 合成紙買入 買入 東住吉消防署 9,800 株式会社カナガワ 平成30年12月20日

30-26 ラミネーター買入 買入 東住吉消防署 10,800 株式会社カナガワ 平成30年12月20日

30-27
「防火・防災図画展」会場設営
撤去業務委託

業務委託 東住吉消防署 74,000 和ークス　鈴木　豊 平成31年1月24日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（東住吉消防署）　　（結果）

東住吉消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-28 はしご車（Ｌ６）タイヤ２本交換 その他 東住吉消防署 57,000
株式会社タイヤーサービスセ
ンター

平成31年1月24日

30-29 トイレ用洗剤ほか９点買入 買入 東住吉消防署 66,100 株式会社岡野 平成31年2月7日

30-30 直管蛍光灯ほか４点買入 買入 東住吉消防署 84,300 エレクト商事株式会社 平成31年2月7日

30-31 足場板ほか５点買入 買入 東住吉消防署 27,970 株式会社江南商店 平成31年2月7日

30-32 煙発生器専用液買入 買入 東住吉消防署 24,000 キンパイ商事株式会社 平成31年2月21日

30-33 圧縮タオル買入 買入 東住吉消防署 35,200 株式会社籠保 平成31年2月21日

30-34
広報車（ＰＩ３４０）定期点検整備
業務委託

業務委託 東住吉消防署 11,800 株式会社関電Ｌ＆Ａ 平成31年2月21日

30-35 自転車買入 買入 東住吉消防署 43,912 株式会社カナガワ 平成31年2月28日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（平野消防署）　　（結果）

平野消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額
（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-1 トイレットペーパーほか４点買入 買入 平野消防署 76,583 竹山時株式会社 平成30年4月19日

30-2 蛍光灯買入 買入 平野消防署 36,250 エレクト商事株式会社 平成30年4月19日

30-3 広報車(ＰＩ３２７)タイヤ交換 その他 平野消防署 45,600
株式会社タイヤーサービスセ
ンター

平成30年4月19日

30-4 アルミ両手鍋ほか２点買入 買入 平野消防署 20,040 株式会社　籠保 平成30年5月10日

30-5 付箋ほか１３点買入 買入 平野消防署 21,140 中村南店　福澤　淑行 平成30年5月10日

30-6 煙霧発生器専用液買入 買入 平野消防署 73,440 株式会社　マトイ防災 平成30年5月10日

30-7
ＦＡＸ用感熱記録紙ほか２点買
入

買入 平野消防署 11,390 株式会社　カナガワ 平成30年5月17日

30-8 スポーツドリンク買入 買入 平野消防署 11,160 株式会社　カナガワ 平成30年5月17日

30-9
平野消防署長吉出張所車庫照
明器具ほか１か所取替

その他 平野消防署 30,450 株式会社モリデン 平成30年5月24日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（平野消防署）　　（結果）

平野消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額
（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-10
小型タンク車（ＳＴ１５９）ほか１
台タイヤ交換

その他 平野消防署 75,000
株式会社タイヤーサービスセ
ンター

平成30年6月7日

30-11
食器洗い用スポンジほか６点買
入

買入 平野消防署 43,000 株式会社　籠保 平成30年6月14日

30-12 ビニールテープほか1点買入 買入 平野消防署 6,480 株式会社　籠保 平成30年6月28日

30-13 コンパネほか16点買入 買入 平野消防署 103,740 株式会社　江南商店 平成30年6月28日

30-14 救急車(Ａ２９８)タイヤ交換 その他 平野消防署 46,000
株式会社タイヤーサービスセ
ンター

平成30年7月6日

30-15 事務用パンチほか７点買入 買入 平野消防署 12,760 中村南店　福澤　淑行 平成30年7月26日

30-16 トイレットペーパーほか３点買入 買入 平野消防署 37,440 竹山時株式会社 平成30年8月2日

30-17 温水洗浄便座買入 買入 平野消防署 35,000 エムフォー中西　雅彦 平成30年8月9日

30-18 自転車買入 買入 平野消防署 80,852 株式会社　籠保 平成30年8月9日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（平野消防署）　　（結果）

平野消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額
（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-19
所轄指揮車（ＣＣ３１４）　　６か
月点検整備業務委託

業務委託 平野消防署 4,200 株式会社　関電Ⅼ＆Ａ 平成30年8月9日

30-20
平野消防署加美正覚寺出張所
屋外倉庫スレート屋根修理

その他 平野消防署 43,200 株式会社かわなみ工業 平成30年8月9日

30-21
平野消防署本署２階事務所ア
ルミサッシ補修

その他 平野消防署 54,000 株式会社かわなみ工業 平成30年8月9日

30-22 ごみ箱買入 買入 平野消防署 14,750 株式会社岡野 平成30年8月30日

30-23
広報車(ＰⅠ３２７)６か月定期点
検整備業務委託

業務委託 平野消防署 7,600 株式会社関電Ⅼ＆Ａ 平成30年8月30日

30-24 司令車タイヤ交換 その他 平野消防署 8,100 平成30年8月30日

30-25
救急自動車(Ａ２８７)バッテリー
買入

買入 平野消防署 23,200 株式会社関電Ⅼ＆Ａ 平成30年8月30日

30-26
救急自動車(Ａ３８６)ドライブレ
コーダー修理

その他 平野消防署 不調

30-27 ドライスーツ修理 その他 平野消防署 13,500 株式会社赤尾 平成30年9月27日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（平野消防署）　　（結果）

平野消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額
（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-28
救急自動車(Ａ３８６)ドライブレ
コーダー修理(２)

その他 平野消防署 98,125 大阪トヨペット株式会社 平成30年10月18日

30-29 梯子車(Ｌ２１)バッテリー買入 買入 平野消防署 64,000 株式会社関電Ⅼ＆Ａ 平成30年10月18日

30-30 訓練用ロープ買入 買入 平野消防署 66,000 株式会社マトイ防災 平成30年10月18日

30-31 コンテナボックスほか１点買入 買入 平野消防署 8,440 株式会社籠保 平成30年10月18日

30-32 三連梯子引き綱買入 買入 平野消防署 33,000 キンパイ商事株式会社 平成30年10月25日

30-33 朱肉ほか12点買入 買入 平野消防署 38,407 中村南店　福澤　淑行 平成30年11月8日

30-34
救急車(A386･A287･A298･
A379)スタッドレスタイヤ交換

その他 平野消防署 10,000
西川タイヤサービス　西川　
明良

平成30年11月15日

30-35 雑巾ほか７点買入 買入 平野消防署 36,110 株式会社籠保 平成30年12月20日

30-36
所轄指揮車（ＣＣ３１４）ほか１台
継続検査整備業務委託

業務委託 平野消防署 43,300 株式会社関電Ⅼ＆Ａ 平成31年1月24日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（平野消防署）　　（結果）

平野消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額
（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-37
広報車（ＰＩ３２７）継続検査整備
業務委託

業務委託 平野消防署 21,900 株式会社関電Ⅼ＆Ａ 平成31年1月24日

30-38 三角巾買入 買入 平野消防署 49,000 株式会社赤尾 平成31年1月24日

30-39 衣装ケース買入 買入 平野消防署 71,000 株式会社岡野 平成31年1月31日

30-40 防塵メガネ用スペアレンズ買入 買入 平野消防署 27,600 株式会社赤尾 平成31年1月31日

30-41 ＬＥＤ投光器買入 買入 平野消防署 8,000 株式会社赤尾 平成31年1月31日

30-42 麻ロープ買入 買入 平野消防署 12,700 株式会社江南商店 平成31年2月7日

30-43
救急自動車４台（Ａ３８６、Ａ２８
７、Ａ３７９、Ａ２９８）タイヤ交換

その他 平野消防署 10,000
株式会社タイヤーサービスセ
ンター

平成31年2月21日 同価当選

30-44 蛍光灯の買入 買入 平野消防署 20,250 エレクト商事株式会社 平成31年2月21日

30-45 手提げ袋買入 買入 平野消防署 8,544 中村南店　福澤　淑行 平成31年2月28日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（平野消防署）　　（結果）

平野消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額
（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-46
救急自動車（Ａ３８６）タイヤ交換
ほか１台タイヤ組換

その他 平野消防署 50,400
株式会社タイヤーサービスセ
ンター

平成31年2月28日

30-47
小型タンク車（ＳＴ２０５）タイヤ交
換

その他 平野消防署 58,400
株式会社タイヤーサービスセ
ンター

平成31年3月7日



西成消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額
（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-1 食器用洗剤ほか6点買入 買入 西成消防署 96,120 株式会社籠保 平成30年4月26日

30-2
司令車の定期点検整備（12か
月）業務委託

業務委託 西成消防署 7,000 株式会社関電L＆A 平成30年5月31日

30-3
小型タンク車（ST259）ほか２台
タイヤ交換

その他 西成消防署 81,000 株式会社港南タイヤ 平成30年5月31日

30-4
所轄指揮車（CC324）の定期点
検整備（６か月）業務委託

業務委託 西成消防署 4,200 株式会社関電L＆A 平成30年6月28日

30-5
小型タンク車（ST259）タイヤ交
換

その他 西成消防署 29,000 株式会社港南タイヤ 平成30年6月28日

30-6 垂木ほか１点買入 買入 西成消防署 19,700 株式会社江南商店 平成30年7月26日

30-7 単管ほか４点買入 買入 西成消防署 51,490 東美プランニング株式会社 平成30年7月26日

30-8
空気呼吸器用（ライフゼムA1-
04）面体しめひも買入

買入 西成消防署 8,750 真弓興業株式会社 平成30年7月26日

30-9
広報車（PI342）の定期点検整備
（６か月）業務委託

業務委託 西成消防署 4,000 髙原自動車工業株式会社 平成30年7月26日

消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（西成消防署）　　（結果）



西成消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額
（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（西成消防署）　　（結果）

30-10 圧縮タオル買入 買入 西成消防署 62,000 株式会社チヂキ 平成30年8月30日

30-11
ＦＡＸ用感熱記録紙Aほか１点買
入

買入 西成消防署 13,800 株式会社カナガワ 平成30年8月30日

30-12 レバーファイルほか６点買入 買入 西成消防署 27,830 株式会社カナガワ 平成30年9月13日

30-13
インクカートリッジAほか４点買
入

買入 西成消防署 27,500 株式会社カナガワ 平成30年9月13日

30-14
西成消防署海道出張所３階の
洗面所給水設備ほか１か所修
繕

その他 西成消防署 58,500 株式会社齊藤商会 平成30年9月13日

30-15
レーザーポインターほか１点買
入

買入 西成消防署 13,715 株式会社カナガワ 平成30年10月4日

30-16 ガンタイプノズル修理 その他 西成消防署 10,000 キンパイ商事株式会社 平成30年10月4日

30-17 トイレットペーパーほか２点買入 買入 西成消防署 56,520 竹山時株式会社 平成30年10月4日

30-18
広報車の継続検査整備業務委
託

業務委託 西成消防署 17,500 株式会社関電L＆A 平成30年10月18日



西成消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額
（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（西成消防署）　　（結果）

30-19 防災訓練用自動車の借入 借入 西成消防署 50,000 有限会社今本モータース 平成30年10月18日

30-20 マスク買入 買入 西成消防署 19,800 株式会社チヂキ 平成30年10月18日

30-21
西成消防署ほか１ヵ所の誘導灯
バッテリー交換

その他 西成消防署
本案件は
取止めとなりました

30-22 司令車ほか１台タイヤ交換 その他 西成消防署 46,600 株式会社港南タイヤ 平成30年11月8日

30-23 セロハンテープほか１４点買入 買入 西成消防署 64,595 さのぶん株式会社 平成30年11月8日

30-24 レンジャーロープ買入 買入 西成消防署 16,000 株式会社マトイ防災 平成30年11月15日

30-25 西成消防署東門修繕 その他 西成消防署 150,000 株式会社アサノ建設 平成30年11月22日

30-26 自転車買入 買入 西成消防署 73,400 株式会社籠保 平成30年11月22日

30-27
所轄指揮車（CC324）の継続検
査整備業務委託

業務委託 西成消防署 19,150 西森自動車工業株式会社 平成30年12月6日



西成消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額
（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（西成消防署）　　（結果）

30-28
小型タンク車（ST32）ほか１台用
バッテリー買入

買入 西成消防署 80,000 株式会社関電L＆A 平成30年12月13日

30-29
広報車（PI342）の継続検査整備
業務委託

業務委託 西成消防署 21,900 株式会社関電L＆A 平成30年12月13日

30-30 カメラ買入 買入 西成消防署 24,000 株式会社カナガワ 平成30年12月20日

30-31 布粘着テープほか１点買入 買入 西成消防署 10,700 株式会社カナガワ 平成30年12月20日

30-32 マスク買入（２） 買入 西成消防署 9,240 株式会社チヂキ 平成31年2月7日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（水上消防署）　　（結果）

水上消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-1 コンパネほか3点買入 買入 水上消防署 37,540 株式会社　江南商店 平成30年4月19日

30-2 蛍光灯Aほか3点買入 買入 水上消防署 20,500 柿本電機　株式会社 平成30年5月10日

30-3 自転車買入 買入 水上消防署 39,000 株式会社　カナガワ 平成30年5月17日

30-4
潜水器具分解修理点検（第1
回）

その他 水上消防署 75,000 有限会社　アイダック 平成30年5月24日

30-5 トイレットペーパーほか8点買入 買入 水上消防署 39,175 株式会社　岡野 平成30年6月7日

30-6
救助器材車（ＲＥ６）定期点検整
備業務委託

業務委託 水上消防署 8,200 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年6月21日

30-7 5階非常用進入口修繕 その他 水上消防署 37,000 辰野　株式会社 平成30年6月28日

30-8
潜水器具分解修理点検（第2
回）

その他 水上消防署 75,000 有限会社　アイダック 平成30年7月5日

30-9
所轄指揮車（CC335）定期点検
整備業務委託

業務委託 水上消防署 5,800 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年7月26日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（水上消防署）　　（結果）

水上消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-10 ポリ袋買入 買入 水上消防署 24,738 竹山時株式会社 平成30年8月2日

30-11
潜水器具分解修理点検（第3
回）

その他 水上消防署 75,000 有限会社　アイダック 平成30年8月2日

30-12
広報車（PI339）定期点検整備業
務委託

業務委託 水上消防署 6,000 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年8月9日

30-13 コンパネほか５点買入 買入 水上消防署 13,730 株式会社　江南商店 平成30年8月9日

30-14
潜水器具分解修理点検（第4
回）

その他 水上消防署 70,000 有限会社　アイダック 平成30年9月13日

30-15 6階男子トイレ給水設備修繕 その他 水上消防署 124,500 株式会社　齊藤商会 平成30年10月4日

30-16 トイレットペーパー買入 買入 水上消防署 10,835 竹山時株式会社 平成30年10月4日

30-17 垂木ほか８点買入 買入 水上消防署 53,600 株式会社　江南商店 平成30年10月4日

30-18
空気呼吸器用右肩ベルトほか
11点買入

買入 水上消防署 84,960 真弓興業株式会社 平成30年10月25日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（水上消防署）　　（結果）

水上消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-19
潜水器具分解修理点検（第５
回）

その他 水上消防署 70,000 有限会社　アイダック 平成30年10月25日

30-20 消しゴムAほか1点買入 買入 水上消防署 36,000 株式会社　カナガワ 平成30年11月1日

30-21
救助器材車(ＲＥ６)継続検査整
備業務委託

業務委託 水上消防署 40,400 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年11月1日

30-22 プリンター買入 買入 水上消防署 23,000 株式会社　カナガワ 平成30年11月1日

30-23
小型タンク車（ＳＴ１９６）タイヤ交
換

その他 水上消防署 15,500 株式会社　港南タイヤ 平成30年11月22日

30-24
所轄指揮車（CC335）継続検査
整備業務委託

業務委託 水上消防署 22,500 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成30年11月22日

30-25
潜水器具分解修理点検（第６
回）

その他 水上消防署 70,000 有限会社　アイダック 平成30年11月22日

30-26
消防艇「まいしま」防水型壁付
灯買入

買入 水上消防署 20,270 株式会社　ミズノマリン 平成30年12月6日

30-27
空気呼吸器用面体しめひもほ
か４点買入

買入 水上消防署 16,380 真弓興業株式会社 平成31年1月24日



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（水上消防署）　　（結果）

水上消防署

案件番号 案件名称 契約種別 事業所署
最低見積金額
又は決定金額

（税抜）

最低価格見積者
又は

契約相手方
決定日 備考

30-28 非常用発電機点火栓買入 買入 水上消防署 　　不　　調 平成31年1月24日

30-29 司令車継続検査整備業務委託 業務委託 水上消防署 23,300 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成31年1月24日

30-30
救急車（A354）のバッテリー交
換

その他 水上消防署 24,000 株式会社　港南タイヤ 平成31年1月31日

30-31 トイレットペーパーほか7点買入 買入 水上消防署 28,364 株式会社　籠保 平成31年1月31日

30-32
広報車（PI339）定期点検整備業
務委託

業務委託 水上消防署 10,000 株式会社　関電Ｌ＆Ａ 平成31年1月31日

30-33 スティックのりほか１１点の買入 買入 水上消防署 19,810 株式会社　カナガワ 平成31年2月7日

30-34 非常用発電機点火栓買入（２） 買入 水上消防署 56,080
ヤンマーエネルギーシステム
株式会社

平成31年2月7日

30-35
災害待機宿舎の物品等運搬作
業業務委託

業務委託 水上消防署 58,000 間口ランドサービス株式会社 平成31年2月7日

30-36 自家給油設備分電盤扉修繕 その他 水上消防署 14,600 辰野　株式会社 平成31年2月21日


