
消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（東成消防署）　　（結果）

東成消防署

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

03-1
救助工作車（ＣＲ２３）の
タイヤ交換

その他 東成消防署 36,900 関西理研 株式会社 令和3年4月22日(木)

03-2
ホース搬送車（ＤＢ２７）の
６か月定期点検整備
業務委託

業務委託 東成消防署 5,000 株式会社 関電L＆A 令和3年5月6日(木)

03-3
ラベルライター用カートリッジAほか
９点買入

買入 東成消防署 35,794 さのぶん　株式会社 令和3年5月20日(木)

03-4 ヘルメット取付型防災面買入 買入 東成消防署 13,120 株式会社　江南商店 令和3年5月20日(木)

03-5 セーバーソー替刃ほか１点買入 買入 東成消防署 9,300 株式会社 江南商店 令和3年5月20日(木)

03-6 レンジャーロープ買入 買入 東成消防署 　不　　調 令和3年5月27日(木)

03-7 フライパンほか６点買入 買入 東成消防署 37,150 株式会社　岡野 令和3年5月27日(木)

03-8 換気扇買入 買入 東成消防署 5,500 エレクト商事　株式会社 令和3年5月27日(木)

03-9 トイレットペーパーほか１点買入 買入 東成消防署 59,550 株式会社　籠保 令和3年6月17日(木)

03-10
所轄指揮車（ＣＣ３２２）の
６か月点検整備
業務委託

業務委託 東成消防署 5,000 株式会社　関電L＆A 令和3年6月24日(木) 同価入札



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（東成消防署）　　（結果）

東成消防署

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

03-11 ホワイトボードほか10点買入 買入 東成消防署 51,950 さのぶん　株式会社 令和3年6月24日(木)

03-12 合板ほか５点買入 買入 東成消防署 65,000 株式会社　江南商店 令和3年6月24日(木)

03-13 ポリ袋Aほか３点買入 買入 東成消防署 32,460 株式会社　岡野 令和3年6月24日(木)

03-14
広報車（ＰＩ３０１）
６ヵ月点検整備業務委託

業務委託 東成消防署 5,000 株式会社　関電L＆A 令和3年7月30日(金)

03-15 トレーニングベンチ買入 買入 東成消防署 10,500
ミズシマスポーツ　株式会
社

令和3年8月5日(木)

03-16
火災予防啓発キーホルダー
買入

買入 東成消防署 74,400 さのぶん　株式会社 令和3年8月5日(木)

03-17 大容量バッグ買入 買入 東成消防署 15,940 株式会社　籠保 令和3年8月5日(木)

03-18 蛍光管ほか１点買入 買入 東成消防署 43,500 エレクト商事　株式会社 令和3年9月2日(木)

03-19 食器用洗剤買入 買入 東成消防署 19,650 株式会社　籠保 令和3年9月2日(木)

03-20 ロープＡほか１点買入 買入 東成消防署 31,000 株式会社　江南商店 令和3年9月2日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（東成消防署）　　（結果）

東成消防署

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

03-21 芯ホルダーほか５点買入 買入 東成消防署 9,757 株式会社　カナガワ 令和3年9月9日(木)

03-22
救助工作車（ＣＲ２３）
タイヤ交換

その他 東成消防署 12,200 関西理研　株式会社 令和3年9月30日(木)

03-23 訓練用車両借入 借入 東成消防署 40,000 株式会社　関電L＆A 令和3年9月30日(木)

03-24
ホース搬送車（ＤＢ２７）の
１２か月定期点検整備
業務委託

業務委託 東成消防署 24,200 株式会社　関電L＆A 令和3年10月7日(木)

03-25 瓦棒ほか１点買入 買入 東成消防署 16,700 株式会社　江南商店 令和3年10月21日(木)

03-26
所轄指揮車（CC３２２）の12ヵ月定
期点検整備業務委託

業務委託 東成消防署 6,050
浪速自動車工業　株式会
社

令和3年12月9日(木)

03-27
広報車（ＰＩ３０１）
１２ヵ月点検整備業務委託

業務委託 東成消防署 5,000
浪速自動車工業　株式会
社

令和4年1月27日(木)

03-28
広報車（たまつ）
１２ヵ月点検整備業務委託

業務委託 東成消防署 8,000 株式会社　関電L＆A 令和4年2月10日(木)

03-29 東成消防署浴室水栓修理 その他 東成消防署 112,000 なかむらや中村英一郎 令和4年2月10日(木)

03-30 雑巾ほか８点買入 買入 東成消防署 100,860 株式会社　籠保 令和4年3月3日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（生野消防署）　　（結果）

生野消防署

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

03-1 トイレットペーパー買入 買入 生野消防署 22,230 竹山時株式会社 令和3年5月20日(木)

03-2 コンクリートパネル買入 買入 生野消防署 14,000 株式会社江南商店 令和3年6月3日(木) 同価当選

03-3
小型タンク車（ST92）ほか1台タイヤ
交換

その他 生野消防署 30,900 関西理研株式会社 令和3年6月10日(木)

03-4 トナーカートリッジ買入 買入 生野消防署 147,300 さのぶん株式会社 令和3年6月3日(木)

03-5 司令車の継続検査整備業務委託 業務委託 生野消防署 16,800 浪速自動車工業株式会社 令和3年6月24日(木)

03-6 台所洗剤ほか６点買入 買入 生野消防署 93,100 株式会社籠保 令和3年7月8日(木)

03-7
中川出張所事務所及び食堂の天
井点検口設置

その他 生野消防署 66,000
株式会社ジェイコーポレー
ション

令和3年8月5日(木)

03-8 麦茶ほか１点買入 買入 生野消防署 20,280 株式会社　籠保 令和3年9月2日(木)

03-9
所轄指揮車（PI333）ほか1台の定
期点検整備業務委託

業務委託 生野消防署 11,600 株式会社　関西L＆A 令和3年9月2日(木)

03-10
生野消防署産業廃棄物（粗大ご
み）処理業務委託

業務委託 生野消防署 115,500 今里衛生協同組合 令和3年9月30日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（生野消防署）　　（結果）

生野消防署

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

03-11 ブルーシートAほか４点買入 買入 生野消防署 44,600 株式会社江南商店 令和3年10月7日(木)

03-12 鳥居型足場ほか6点買入 買入 生野消防署 121,180 長谷信木材株式会社 令和3年10月21日(木)

03-13
小型タンク車（ST265）ほか1台タイ
ヤ交換

その他 生野消防署 51,800 関西理研株式会社 令和3年10月21日(木)

03-14
生野消防署勝山出張所産業廃棄
物（粗大ごみ）処理業務委託

業務委託 生野消防署 78,000 株式会社クリーンクニナカ 令和3年11月11日(木)

03-15 セロハンテープほか１３点買入 買入 生野消防署 75,027 株式会社カナガワ 令和3年11月11日(木)

03-16 乾電池Aほか１点買入 買入 生野消防署 20,580 株式会社カナガワ 令和3年12月2日(木)

03-17 トイレットペーパー（その２）買入 買入 生野消防署 22,230 竹山時株式会社 令和3年12月16日(木)

03-18 ナイロンレンジャーロープ買入 買入 生野消防署 57,000 株式会社マトイ防災 令和3年12月23日(木)

03-19 生野消防署ガレージ警報器の修理 その他 生野消防署 89,000 株式会社渡辺電気商会 令和3年12月23日(木)

03-20 
所轄指揮車（PI333）の定期点検整
備業務委託

業務委託 生野消防署 5,500 浪速自動車工業株式会社 令和4年1月20日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（生野消防署）　　（結果）

生野消防署

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

03-21
所轄指揮車（CC321）の継続検査
業務委託

業務委託 生野消防署 19,500 浪速自動車工業株式会社 令和4年1月20日(木)

03-22
小型タンク車（ＳＴ２６５）ほか消防
車両２台のカーバッテリー交換

その他 生野消防署 　　不　　調 令和4年2月14日(月)

03-23
小型タンク車（ＳＴ２６５）ほか消防
車両２台のカーバッテリー（その２）
交換

その他 生野消防署 83,400 関西理研株式会社 令和4年3月3日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（旭消防署）　　（結果）

旭消防署

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

03-1
小型タンク車（STR１８６）タイヤ交
換

その他 旭消防署 33,300 関西理研株式会社 令和3年5月27日(木)

03-2 養生用テープ（A）ほか１２点買入 買入 旭消防署 63,637 さのぶん株式会社 令和3年6月3日(木)

03-3 シナベニヤほか3点買入 買入 旭消防署 96,000 株式会社　江南商店 令和3年6月24日(木)

03-4
広報車（PI505）法定６か月点検整
備業務委託

業務委託 旭消防署 4,000 松永自動車工業株式会社 令和3年7月1日(木)

03-5 熱画像直視装置用充電器買入 買入 旭消防署 50,000 株式会社　赤尾 令和3年7月15日(木)

03-6 トイレットペーパーほか１点買入 買入 旭消防署 45,900 株式会社　籠保 令和3年8月5日(木)

03-7
所轄指揮車（CC316）法定６か月点
検整備業務委託

業務委託 旭消防署 4,000 株式会社　関電L＆A 令和3年9月2日(木) 同価当せん

03-8 麦茶買入 買入 旭消防署 10,500 株式会社　カナガワ 令和3年9月2日(木) 軽減税率対象案件

03-9 救急車（Ａ２３５）タイヤ交換 その他 旭消防署 34,000 関西理研株式会社 令和3年9月2日(木)

03-10 レンジャーロープ買入 買入 旭消防署 42,000 株式会社　マトイ防災 令和3年9月9日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（旭消防署）　　（結果）

旭消防署

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

03-11 乾電池（Ａ）ほか1点買入 買入 旭消防署 6,500 さのぶん株式会社 令和3年10月7日(木)

03-12 三連梯子用引き綱買入 買入 旭消防署 9,000 株式会社　マトイ防災 令和3年10月21日(木)

03-13 シャープペンシルほか３点買入 買入 旭消防署 5,760 さのぶん株式会社 令和3年10月21日(木)

03-14 配管洗浄剤ほか４点買入 買入 旭消防署 18,260 株式会社　籠保 令和3年11月11日(木)

03-15 広報車（PI505）バッテリー交換 その他 旭消防署 17,980 扇町タイヤ商店　山岡　伸嘉 令和3年11月11日(木)

03-16 救助車（R75）エアコン修繕 その他 旭消防署 31,300 天満自動車工業株式会社 令和3年11月18日(木)

03-17
旭消防署産業廃棄物（粗大ごみ）
処理業務委託

業務委託 旭消防署 51,400 株式会社　クリーンクニナカ 令和3年12月16日(木)

03-18 雨天用紙買入 買入 旭消防署 4,760 株式会社　赤尾 令和4年1月20日(木)

03-19
司令車ほか１台の法定12か月点検
整備業務委託

業務委託 旭消防署 7,000 松永自動車工業株式会社 令和4年1月20日(木)

03-20
所轄指揮車（CC316）継続検査整
備業務委託

業務委託 旭消防署 16,650 松永自動車工業株式会社 令和4年1月20日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（旭消防署）　　（結果）

旭消防署

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

03-21 不織布かばん買入 買入 旭消防署 18,800 居原田産業有限会社 令和4年1月20日(木)

03-22
小型タンク車（ST233）ほか1台バッ
テリー交換

その他 旭消防署 66,000 株式会社　関電L＆A 令和4年1月20日(木)

03-23 救助車（Ｒ75）ほか１台タイヤ交換 その他 旭消防署 24,900 関西理研株式会社 令和4年2月3日(木)

03-24 大型浴槽用蓋買入 買入 旭消防署 29,000 株式会社　岡野 令和4年2月3日(木)

03-25 ナイロンレンジャーロープ買入 買入 旭消防署 42,000 株式会社　マトイ防災 令和4年2月3日(木)

03-26 除菌ウエットティッシュ買入 買入 旭消防署 22,800 株式会社　岡野 令和4年2月10日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（大阪市城東消防署）　　（結果）

大阪市城東消防署

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

03-1 トイレットペーパーほか６点買入 買入 城東消防署 173,120 株式会社籠保 令和3年4月22日(木)

03-2 救急車（A275）バッテリー買入 買入 城東消防署 15,000 株式会社関電L&A 令和3年5月6日(木)

03-3
ラベルライター用テープカートリッジ
ほか６点買入

買入 城東消防署 106,974 株式会社カナガワ 令和3年5月20日(木)

03-4 荒角材ほか1点買入 買入 城東消防署 45,000 株式会社江南商店 令和3年6月10日(木)

03-5 単管ほか2点買入 買入 城東消防署 45,400 株式会社江南商店 令和3年6月10日(木)

03-6
所轄指揮車(CC320)
ほか1台定期点検(6ヶ月)
整備業務委託

業務委託 城東消防署 9,000 天満自動車工業株式会社 令和3年7月29日(木)

03-7
業務用バイク
定期点検(12ヶ月)
整備業務委託

業務委託 城東消防署 12,400 株式会社関電L&A 令和3年7月29日(木)

03-8 訓練用車両借入 借入 城東消防署 60,000 天満自動車工業株式会社 令和3年9月2日(木)

03-9 救急車（A275）タイヤ交換 その他 城東消防署 19,400 扇町タイヤ商店　天岡伸嘉 令和3年10月7日(木)

03-10 ちりとりAほか４点買入 買入 城東消防署 30,800 株式会社岡野 令和3年10月7日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（大阪市城東消防署）　　（結果）

大阪市城東消防署

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

03-11 封筒ほか13点買入 買入 城東消防署 25,180 株式会社カナガワ 令和3年10月21日(木)

03-12 水性多用途塗料ほか２点買入 買入 城東消防署 22,200 株式会社江南商店 令和3年10月28日(木)

03-13 消防車型消しゴムほか２点買入 買入 城東消防署 143,500 株式会社カナガワ 令和3年12月2日(木)

03-14
所轄指揮車（CC320）ほか2台定期
点検（12ヶ月）整備業務委託

業務委託 城東消防署 21,000 天満自動車工業株式会社 令和3年12月16日(木)

03-15 単管Aほか７点買入 買入 城東消防署 96,000 株式会社江南商店 令和4年2月10日(木)

03-16 トイレットペーパーほか６点買入 買入 城東消防署 156,220 株式会社籠保 令和4年2月10日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（鶴見消防署）　　（結果）

鶴見消防署

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

03-1 電動丸ノコ買入 買入 鶴見消防署 11,800 株式会社江南商店 令和3年5月6日(木)

03-2
所轄指揮車（CC３０２）

継続検査整備業務委託
業務委託 鶴見消防署 20,960

浪速自動車工業
株式会社

令和3年5月27日(木)

03-3
トイレットペーパーほか

２点買入
買入 鶴見消防署 80,612 竹山時株式会社 令和3年5月27日(木)

03-4
広報車（PI ３０７）定期点検

整備業務委託（６か月）
業務委託 鶴見消防署 6,960

浪速自動車工業
株式会社

令和3年6月24日(木)

03-5
鶴見司令車定期点検整備

業務委託（１２か月）
業務委託 鶴見消防署 10,300

浪速自動車工業
株式会社

令和3年7月1日(木)

03-6
小型タンク車（ST163）
右後輪外側タイヤ交換

その他 鶴見消防署 11,600 関西理研株式会社 令和3年7月1日(木)

03-7
滑り止め付き軍手A

ほか１点買入
買入 鶴見消防署 32,300 株式会社籠保 令和3年7月1日(木)

03-8 折りたたみ式台車買入 買入 鶴見消防署 3,500 株式会社籠保 令和3年7月1日(木)

03-9 除塵マット買入 買入 鶴見消防署 33,897 竹山時株式会社 令和3年7月15日(木)

03-10 水難救助用グローブ買入 買入 鶴見消防署 9,000 キンパイ商事株式会社 令和3年7月29日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（鶴見消防署）　　（結果）

鶴見消防署

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

03-11
インクジェットプリンター用　

用紙ほか２点買入
買入 鶴見消防署 11,900 株式会社カナガワ 令和3年8月5日(木)

03-12
鶴見消防署１階駐車場

天井ボード修繕
その他 鶴見消防署 146,000 田村栄株式会社 令和3年8月5日(木)

03-13
救急車（A３７７）ほか

１台タイヤ交換
その他 鶴見消防署 68,500 関西理研株式会社 令和3年8月5日(木)

03-14 業務用扇風機ほか１点買入 買入 鶴見消防署 26,000 株式会社渡辺電気商会 令和3年8月5日(木)

03-15
名刺マルチカード用紙ほか

３点買入
買入 鶴見消防署 27,500 株式会社カナガワ 令和3年9月2日(木)

03-16
小型タンク車（ST163）
左後輪内側タイヤ交換

その他 鶴見消防署 11,500 関西理研株式会社 令和3年9月30日(木)

03-17 防災訓練用自動車借入 借入 鶴見消防署 40,000 株式会社関電L＆A 令和3年9月30日(木)

03-18
小型タンク車(ST130)

タイヤ交換
その他 鶴見消防署 33,600 扇町タイヤ商店　山岡伸嘉 令和3年10月21日(木)

03-19 合板買入 買入 鶴見消防署 16,000 株式会社江南商店 令和3年10月28日(木)

03-20
救急車（A294）ほか3台

タイヤ交換
その他 鶴見消防署 60,900

株式会社
タイヤーサービスセンター

令和3年12月2日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（鶴見消防署）　　（結果）

鶴見消防署

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

03-21
自動車用フォグランプ球

ほか１点買入
買入 鶴見消防署 11,300 田坂鋼業株式会社 令和3年12月2日(木)

03-22 トナーカートリッジ買入 買入 鶴見消防署 44,600 さのぶん株式会社 令和3年12月2日(木)

03-23 ナイロンロープ買入 買入 鶴見消防署 19,200 株式会社マトイ防災 令和3年12月2日(木)

03-24 折り畳みコンテナほか１点買入 買入 鶴見消防署 19,300 株式会社江南商店 令和3年12月9日(木)

03-25
所轄指揮車（CC302）ほか

１台定期点検整備業務委託
業務委託 鶴見消防署 14,000 株式会社関電L＆A 令和3年12月16日(木)

03-26 手旗買入 買入 鶴見消防署 37,600 居原田産業有限会社 令和4年1月20日(木)

03-27 フライパンほか４点買入 買入 鶴見消防署 26,280 株式会社籠保 令和4年1月20日(木)

03-28 司令車ほか2台タイヤ交換 その他 鶴見消防署 38,400
株式会社

タイヤーサービスセンター
令和4年2月10日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（阿倍野消防署）　　（結果）

阿倍野消防署

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

03-1 コンパネほか６点買入 買入 阿倍野消防署 43,990 株式会社江南商店 令和3年4月15日(木)

03-2 ポリ袋Aほか１点買入 買入 阿倍野消防署 46,380 株式会社岡野 令和3年4月15日(木)

03-3
小型タンク車（ＳＴ９４）バッテリー交
換

その他 阿倍野消防署 30,800 関西理研株式会社 令和3年4月15日(木)

03-4 プリンターカートリッジ買入 買入 阿倍野消防署 123,950 さのぶん株式会社 令和3年4月22日(木)

03-5
ホース搬送車（DＢ２８）定期点検整
備業務委託（６か月）

業務委託 阿倍野消防署 5,000 株式会社関電L＆A 令和3年4月22日(木)

03-6 雑巾ほか４点買入 買入 阿倍野消防署 33,980 株式会社　籠保 令和3年6月10日(木)

03-7
小型タンク車（ST２６８）ほか１台
バッテリー交換

その他 阿倍野消防署 56,000 関西理研株式会社 令和3年6月17日(木)

03-8 ワイヤーロープ買入 買入 阿倍野消防署 9,450 石元商事株式会社 令和3年6月17日(木)

03-9
晴明通出張所フラッシュバルブ式
小便器自動洗浄センサー修繕

その他 阿倍野消防署 52,000 株式会社齊藤商会 令和3年6月24日(木)

03-10 小型タンク車（ＳＴ９４）タイヤ交換 その他 阿倍野消防署 23,200 関西理研株式会社 令和3年7月29日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（阿倍野消防署）　　（結果）

阿倍野消防署

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

03-11
所轄指揮者（ＣＣ３３２）定期点検整
備業務委託（６か月）

業務委託 阿倍野消防署 4,800 浪速自動車工業株式会社 令和3年7月29日(木)

03-12 煙霧発生機専用液買入 買入 阿倍野消防署 47,760 株式会社赤尾 令和3年9月2日(木)

03-13 プリンターカートリッジ（２）買入 買入 阿倍野消防署 113,080 さのぶん株式会社 令和3年9月2日(木)

03-14
小型タンク車（SＴ１２７）ほか２台タ
イヤ交換

その他 阿倍野消防署 44,000 株式会社港南タイヤ 令和3年9月2日(木)

03-15
広報車（PI326）定期点検整備業務
委託（６か月）

業務委託 阿倍野消防署 4,600 株式会社関電L＆A 令和3年9月2日(木)

03-16
小型タンク車（ＳＴ２６８）エアコン修
理

その他 阿倍野消防署 50,800 浪速自動車工業株式会社 令和3年9月2日(木)

03-17 レーザー距離計ほか２点買入 買入 阿倍野消防署 12,548 さのぶん株式会社 令和3年9月2日(木)

03-18 トイレットペーパー買入 買入 阿倍野消防署 104,000 竹山時株式会社 令和3年9月30日(木)

03-19 小型タンク車（ST１２７）タイヤ交換 その他 阿倍野消防署 23,000 株式会社港南タイヤ 令和3年10月7日(木)

03-20 防災訓練用車両借入 借入 阿倍野消防署 40,000 天満自動車工業株式会社 令和3年10月7日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（阿倍野消防署）　　（結果）

阿倍野消防署

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

03-21 蛍光ランプAほか２点買入 買入 阿倍野消防署 49,750 エレクト商事株式会社 令和3年10月21日(木)

03-22
救助工作車（BR１４）ブロアモー
ター取替

その他 阿倍野消防署 42,000 株式会社関電L＆A 令和3年10月21日(木)

03-23 シャープペンシルほか１点買入 買入 阿倍野消防署 3,230 株式会社カナガワ 令和3年10月21日(木)

03-24
ホース搬送車（DＢ２８）定期点検整
備業務委託（１２か月）

業務委託 阿倍野消防署 18,000 天満自動車工業株式会社 令和3年10月28日(木)

03-25
小型タンク車（ST268）ほか１台タイ
ヤ交換

その他 阿倍野消防署 60,000 株式会社港南タイヤ 令和3年11月11日(木)

03-26 コンパネほか１２点買入 買入 阿倍野消防署 111,000 株式会社江南商店 令和3年11月18日(木)

03-27 カーシャンプーほか２点買入 買入 阿倍野消防署 17,000 田坂鋼業株式会社 令和3年11月18日(木)

03-28 食器用洗剤買入 買入 阿倍野消防署 13,000 株式会社岡野 令和3年12月2日(木)

03-29 軍手買入 買入 阿倍野消防署 17,800 株式会社カナガワ 令和3年12月9日(木)

03-30 三角巾買入 買入 阿倍野消防署 18,750 キンパイ商事株式会社 令和3年12月9日(木)



消防局 公募型比較見積(消防署等)　募集情報（阿倍野消防署）　　（結果）

阿倍野消防署

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

03-31
広報車（PI326）継続検査整備業務
委託

業務委託 阿倍野消防署 23,000 浪速自動車工業株式会社 令和4年1月20日(木)

03-32
所轄指揮者（CC332）定期点検整
備業務委託（１２か月）

業務委託 阿倍野消防署 10,200 株式会社関電L＆A 令和4年1月27日(木)

03-33
阪南出張所２階待機室エアコンの
ガス漏れ箇所調査業務委託

業務委託 阿倍野消防署 84,916 ダイキン工業株式会社 令和4年3月3日(木)



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

03-1 トイレットペーパーほか１点買入 買入 住之江消防署 56,400 株式会社籠保 令和3年4月15日(木)

03-2
広報車(PI328)６ヶ月定期点検整備
業務委託

業務委託 住之江消防署 4,000 株式会社関電L＆A 令和3年4月22日(木)

03-3
住之江消防署自動火災報知設備
ほか１点修繕

その他 住之江消防署 25,800 株式会社渡辺電気商会 令和3年4月22日(木)

03-4 救急車（A376）ほか２台タイヤ交換 その他 住之江消防署 84,000
株式会社タイヤーサービスセ
ンター

令和3年5月20日(木)

03-5 麦茶ほか１点買入 買入 住之江消防署 12,525 株式会社カナガワ 令和3年5月27日(木)

03-6 布テープほか２点買入 買入 住之江消防署 26,130 株式会社カナガワ 令和3年7月8日(木)

03-7 梯子車（L26）ほか２台タイヤ交換 その他 住之江消防署 78,900
株式会社タイヤーサービスセ
ンター

令和3年7月8日(木)

03-8
救助器材車(RE8)ほか２台６ヶ月定
期点検整備業務委託

業務委託 住之江消防署 14,000 株式会社関電L＆A 令和3年7月8日(木)

03-9
救助工作車（CR24）用バッテリー買
入

買入 住之江消防署 34,000 株式会社関電L＆A 令和3年8月5日(木)

03-10 飲料水買入 買入 住之江消防署 7,824 株式会社籠保 令和3年8月5日(木)



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

03-11
ラベルライター用テープＡほか４点
買入

買入 住之江消防署 23,380 株式会社カナガワ 令和3年8月5日(木)

03-12
広報車(PI328)継続検査整備業務
委託

業務委託 住之江消防署 24,000 株式会社関電L＆A 令和3年8月5日(木)

03-13
デジタルカメラ用バッテリーほか３
点買入

買入 住之江消防署 8,286 株式会社カナガワ 令和3年9月2日(木)

03-14 バケツほか１点買入 買入 住之江消防署 3,580 株式会社岡野 令和3年9月2日(木)

03-15 レンジャーロープ買入 買入 住之江消防署 41,200 株式会社赤尾 令和3年9月2日(木)

03-16 トイレ用洗浄剤ほか７点買入 買入 住之江消防署 74,560 株式会社籠保 令和3年9月16日(木)

03-17
住之江消防署1階トイレ洗面器排
水管修繕

その他 住之江消防署 18,000 なかむらや中村　英一郎 令和3年9月30日(木)

03-18 番線ほか5点買入 買入 住之江消防署 64,000 株式会社江南商店 令和3年10月7日(木)

03-19 はしご車（L26）ほか1台タイヤ交換 その他 住之江消防署 172,700
株式会社タイヤ―サービス
センター

令和3年10月7日(木)

03-20
ファクシミリ用感熱記録紙ほか1点
買入

買入 住之江消防署 56,880 さのぶん株式会社 令和3年10月7日(木)



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

03-21 直管蛍光灯Aほか８点買入 買入 住之江消防署 46,000 エレクト商事株式会社 令和3年10月28日(木)

03-22
住之江消防署署長室カーペット補
修

その他 住之江消防署 151,000 株式会社アキラ 令和3年11月18日(木)

03-23
救急車(A802)スタッドレスタイヤ交
換

その他 住之江消防署 41,200 関西理研株式会社 令和3年12月2日(木)

03-24 洗浄用タオルほか７点買入 買入 住之江消防署 38,650 田坂鋼業株式会社 令和3年12月2日(木)

03-25
転倒防止用突っ張り棒ほか４点買
入

買入 住之江消防署 28,650 株式会社籠保 令和3年12月2日(木)

03-26
所轄指揮車(CC323)ほか１台継続
検査整備業務委託

業務委託 住之江消防署 50,300 株式会社関電L＆A 令和3年12月9日(木)

03-27
梯子車（L26）ほか１台バッテリー交
換

その他 住之江消防署 102,000 株式会社関電L＆A 令和3年12月23日(木)

03-28
救助器材車(RE8)継続検査整備業
務委託

業務委託 住之江消防署 43,500 株式会社関電L＆A 令和3年12月23日(木)

03-29 プリンター用インク買入 買入 住之江消防署 28,800 株式会社カナガワ 令和3年12月23日(木)

03-30 レンジャーロープ（その２）買入 買入 住之江消防署 71,000 株式会社赤尾 令和3年12月23日(木)



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

03-31
広報車(PI315)12ヶ月定期点検整
備業務委託

業務委託 住之江消防署 13,400 株式会社関電L＆A 令和4年1月20日(木)

03-32 布テープほか９点買入 買入 住之江消防署 40,610 株式会社カナガワ 令和4年1月20日(木)

03-33 フライパンほか５点買入 買入 住之江消防署 35,240 株式会社岡野 令和4年1月20日(木)

03-34 トイレットペーパー買入 買入 住之江消防署 43,200 株式会社籠保 令和4年1月27日(木)

03-35 救急車（A376）用バッテリー買入 買入 住之江消防署 18,000 株式会社関電L＆A 令和4年1月27日(木)

03-36 トナーほか３点買入 買入 住之江消防署 139,500 さのぶん株式会社 令和4年2月3日(木)

03-37 トイレ用洗浄剤ほか６点買入 買入 住之江消防署 27,420 株式会社籠保 令和4年2月10日(木)



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

03-1
住吉消防署ガス吸収式冷温水機修
理

その他 住吉消防署 90,000 株式会社玉尾サービス 令和3年4月22日(木)

03-2
住吉消防署自動火災報知設備修
繕

その他 住吉消防署 139,800 株式会社渡辺電気商会 令和3年5月20日(木)

03-3 住吉消防署本署窓ガラス交換 その他 住吉消防署 53,000 株式会社樋口硝子店 令和3年5月20日(木)

03-4 はしご車（L１９）タイヤ交換 その他 住吉消防署 78,000 株式会社関電Ｌ＆Ａ 令和3年5月20日(木)

03-5 防災訓練用自動車の借入 借入 住吉消防署 40,000 有限会社今本モータース 令和3年7月1日(木)

03-6
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 8,000 株式会社関電Ｌ＆Ａ 令和3年7月1日(木)

03-7
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 10,000 株式会社関電Ｌ＆Ａ 令和3年7月8日(木)

03-8 スポーツドリンク買入 買入 住吉消防署 29,800 株式会社カナガワ 令和3年7月29日(木)

03-9 網戸買入 買入 住吉消防署 44,000 さのぶん株式会社 令和3年8月5日(木)

03-10 蛍光灯（Hf型）ほか２点買入 買入 住吉消防署 48,200 エレクト商事株式会社 令和3年8月5日(木)



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

03-11 ボールペンAほか１１点買入 買入 住吉消防署 21,700 さのぶん株式会社 令和3年8月5日(木)

03-12 プラグほか２点買入 買入 住吉消防署 21,800 株式会社籠保 令和3年9月2日(木)

03-13 手袋Aほか３点買入 買入 住吉消防署 6,600 株式会社籠保 令和3年9月2日(木)

03-14 広報車（PI３４６）バッテリー交換 その他 住吉消防署 9,500 関西理研株式会社 令和3年9月2日(木)

03-15
ツイン蛍光灯（ＦＰＬ昼白色）ほか１
点買入

買入 住吉消防署 43,200 エレクト商事株式会社 令和3年9月2日(木)

03-16 レシプロソー買入 買入 住吉消防署 26,500 株式会社江南商店 令和3年9月2日(木)

03-17 業務用バイクバッテリー交換 その他 住吉消防署 12,500 株式会社関電L＆A 令和3年9月9日(木)

03-18 エレベーターマット買入 買入 住吉消防署 30,000 株式会社籠保 令和3年9月9日(木)

03-19 住吉消防署本署外灯取替修理 その他 住吉消防署 58,000 株式会社渡辺電気商会 令和3年10月7日(木)

03-20 苅田出張所換気扇設置工事 工事 住吉消防署 77,000 なかむらや　中村英一郎 令和3年10月21日(木)



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

03-21 苅田出張所畳撤去工事 工事 住吉消防署 159,850 辰野株式会社 令和3年10月21日(木)

03-22 司令車バッテリー交換 その他 住吉消防署 3,500 株式会社関電L＆A 令和3年11月11日(木)

03-23 はしご車（L１９）タイヤ交換（その２） その他 住吉消防署 40,000 株式会社関電L＆A 令和3年11月18日(木)

03-24
指揮車（ＣＣ３１３）及び広報車（ＰＩ３
４６）の継続検査整備業務委託

業務委託 住吉消防署 41,200 株式会社関電L＆A 令和3年12月2日(木)

03-25 司令車の定期点検整備業務委託 業務委託 住吉消防署 9,000 株式会社関電L＆A 令和3年12月9日(木)

03-26
小型タンク車（ST２４７）バッテリー
交換

その他 住吉消防署 28,000 関西理研株式会社 令和4年1月20日(木)

03-27
患者監視装置用ＣＰＲコネクタほか
２点買入

買入 住吉消防署 80,900 日本船舶薬品株式会社 令和4年1月20日(木)



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

03-1 トイレ用洗剤ほか５点買入 買入 東住吉消防署 35,100 株式会社籠保 令和3年5月6日(木)

03-2 布テープほか６点買入 買入 東住吉消防署 19,045 株式会社カナガワ 令和3年5月20日(木)

03-3 トイレットペーパー買入 買入 東住吉消防署 22,230 竹山時株式会社 令和3年5月27日(木)

03-4 携帯用拡声器買入 買入 東住吉消防署 31,000 株式会社籠保 令和3年6月17日(木)

03-5 折りたたみ布担架買入 買入 東住吉消防署 15,420 株式会社籠保 令和3年6月17日(木)

03-6 バッテリー買入 買入 東住吉消防署 18,000 関西理研株式会社 令和3年6月17日(木) 同価当選

03-7 救急車（A３６４）タイヤ交換 その他 東住吉消防署 34,000 関西理研株式会社 令和3年6月17日(木)

03-8 圧縮タオル買入 買入 東住吉消防署 25,950 株式会社籠保 令和3年7月8日(木)

03-9
所轄指揮車（CC３０６）定期点検整
備業務委託

業務委託 東住吉消防署 6,800 株式会社関電L＆A 令和3年7月29日(木)

03-10 東住吉消防署ほか１か所水栓修繕 その他 東住吉消防署 35,000 なかむらや　中村英一郎 令和3年7月29日(木)



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

03-11
広報車（PI340）定期点検整備業務
委託

業務委託 東住吉消防署 7,800 株式会社関電L＆A 令和3年8月5日(木)

03-12 食器用洗剤ほか４点買入 買入 東住吉消防署 45,040 株式会社籠保 令和3年9月2日(木)

03-13 トナーカートリッジほか１点買入 買入 東住吉消防署 136,180 さのぶん株式会社 令和3年9月2日(木)

03-14
救急車（A２８１）ほか１台タイヤ交
換

その他 東住吉消防署 54,000 関西理研株式会社 令和3年9月9日(木)

03-15 訓練用車両借入 借入 東住吉消防署 45,000 有限会社今本モータース 令和3年9月16日(木)

03-16
東住吉消防署産業廃棄物（粗大ご
み）処理業務委託

業務委託 東住吉消防署 70,000
近畿エコロサービス株式会
社

令和3年9月16日(木)

03-17
ラベルライターカートリッジAほか３
点買入

買入 東住吉消防署 14,380 株式会社カナガワ 令和3年9月16日(木)

03-18 救急車（A２８２）タイヤ交換 その他 東住吉消防署 30,000
株式会社タイヤーサービスセ
ンター

令和3年10月7日(木)

03-19 トイレ用洗剤ほか３点買入 買入 東住吉消防署 17,350 株式会社籠保 令和3年10月28日(木)

03-20 司令車定期点検整備業務委託 業務委託 東住吉消防署 11,600 株式会社関電L＆A 令和3年11月18日(木)



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

03-21 トイレットペーパー（その２）買入 買入 東住吉消防署 22,230 竹山時株式会社 令和3年11月18日(木)

03-22
救急車（Ａ３６４）ほか１台バッテ
リー交換

その他 東住吉消防署 28,500 株式会社関電L＆A 令和3年11月18日(木)

03-23 自転車買入 買入 東住吉消防署 53,717 株式会社籠保 令和3年12月2日(木)

03-24 小型タンク車（ST１５８）タイヤ交換 その他 東住吉消防署 50,000
株式会社タイヤーサービスセ
ンター

令和3年12月9日(木)

03-25 直管蛍光灯Aほか１点買入 買入 東住吉消防署 32,500 エレクト商事株式会社 令和3年12月9日(木)

03-26 麦茶買入 買入 東住吉消防署 8,700 株式会社籠保 令和3年12月16日(木)

03-27
救急車（A２８２）スタッドレスタイヤ
交換

その他 東住吉消防署 41,200 関西理研株式会社 令和3年12月23日(木)

03-28
小型タンク車（ＳＴ１７６）バッテリー
交換

その他 東住吉消防署 28,000 関西理研株式会社 令和4年1月20日(木)

03-29
所轄指揮車（CC３０６）定期点検整
備業務委託（その２）

業務委託 東住吉消防署 11,600 株式会社関電L＆A 令和4年1月20日(木)

03-30
広報車（PI340）継続検査整備業務
委託

業務委託 東住吉消防署 23,200 株式会社関電L＆A 令和4年1月20日(木)



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

03-31
救急車（A８０４）ほか１台バッテリー
交換

その他 東住吉消防署 36,000 関西理研株式会社 令和4年2月3日(木)

03-32 ナイロンレンジャーロープ買入 買入 東住吉消防署 42,000 株式会社マトイ防災 令和4年2月10日(木)

03-33 東住吉消防署食堂混合水栓修繕 その他 東住吉消防署 55,000 なかむらや　中村英一郎 令和4年3月3日(木)

03-34
災害待機宿舎物品等運搬作業業
務委託

業務委託 東住吉消防署 75,000 株式会社天満運送 令和4年3月3日(木)



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

03-1 トイレットペーパーほか１５点買入 買入 平野消防署 143,445 株式会社籠保 令和3年5月6日(木)

03-2
パソコンプリンタトナーカートリッジ
買入

買入 平野消防署 173,530 さのぶん株式会社 令和3年5月6日(木)

03-3
平野消防署長吉出張所照明器具
取替

その他 平野消防署 35,000 株式会社渡辺電気商会 令和3年5月6日(木)

03-4 ボールペンＡほか９点買入 買入 平野消防署 12,811 株式会社カナガワ 令和3年5月20日(木)

03-5 小型タンク車（STR190）タイヤ交換 その他 平野消防署 22,400 関西理研株式会社 令和3年5月20日(木)

03-6 救助工作車(ＡＲ４)バッテリー交換 その他 平野消防署 35,600 株式会社関電Ⅼ＆Ａ 令和3年5月27日(木)

03-7
平野消防署本署浴室アルミサッシ
修繕

その他 平野消防署 30,000 株式会社かわなみ工業 令和3年6月3日(木)

03-8 平野消防署本署屋内階段修繕 その他 平野消防署 46,000 石崎黒板販売　石崎敬子 令和3年6月17日(木)

03-9 直管蛍光灯ほか１点買入 買入 平野消防署 52,750 エレクト商事株式会社 令和3年6月17日(木)

03-10 蚊取線香ほか２点買入 買入 平野消防署 20,800 株式会社岡野 令和3年6月24日(木)



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

03-11 工場用扇風機買入 買入 平野消防署 24,900 エレクト商事株式会社 令和3年7月1日(木)

03-12
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 6,000 株式会社関電Ⅼ＆Ａ 令和3年8月5日(木)

03-13 発煙筒ほか１点買入 買入 平野消防署 11,300 株式会社赤尾 令和3年9月2日(木)

03-14 救急自動車（Ａ２８７ ）タイヤ交換 その他 平野消防署 32,400
株式会社タイヤーサービスセ
ンター

令和3年9月2日(木)

03-15
所轄指揮車(ＣＣ３１４)６か月定期
点検整備業務委託

業務委託 平野消防署 6,000 株式会社関電Ⅼ＆Ａ 令和3年9月16日(木)

03-16 トイレットペーパーほか９点買入 買入 平野消防署 149,830 株式会社籠保 令和3年9月16日(木)

03-17 自転車買入 買入 平野消防署 32,646 株式会社中川商店 令和3年10月7日(木)

03-18 コードレスインパクトドライバー買入 買入 平野消防署 17,000 株式会社江南商店 令和3年10月7日(木)

03-19 ラワン合板ほか１４点買入 買入 平野消防署 134,000 株式会社江南商店 令和3年10月21日(木)

03-20 ボールペンほか１１点買入 買入 平野消防署 14,048 さのぶん株式会社 令和3年10月21日(木)



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

03-21 雨天用紙買入 買入 平野消防署 9,520 株式会社赤尾 令和3年11月11日(木)

03-22 小型タンク車（ST159）タイヤ交換 その他 平野消防署 25,000
株式会社タイヤーサービスセ
ンター

令和3年11月18日(木)

03-23 小電力トランシーバー買入 買入 平野消防署 13,040 株式会社赤尾 令和3年11月18日(木)

03-24
平野消防署加美出張所犬走り修
繕

その他 平野消防署 154,000 株式会社KUSUNOKI 令和3年12月2日(木)

03-25 平野消防署加美出張所雨樋修理 その他 平野消防署 27,422 株式会社結塗装工業 令和3年12月16日(木)

03-26
所轄指揮車(ＣＣ３１４)継続検査整
備業務委託

業務委託 平野消防署 23,400 株式会社関電Ⅼ＆Ａ 令和3年12月23日(木)

03-27
広報車(ＰＩ３２７)ほか１台の１２か月
定期点検整備業務委託

業務委託 平野消防署 19,000 株式会社関電Ⅼ＆Ａ 令和4年1月27日(木)

03-28 煙発生器専用液買入 買入 平野消防署 25,200 株式会社マトイ防災 令和4年1月27日(木)

03-29 外付ハードディスクほか２点買入 買入 平野消防署 31,800 片岡電気株式会社 令和4年2月3日(木)

03-30 コンテナボックス買入 買入 平野消防署 19,200 株式会社岡野 令和4年2月3日(木)



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

03-31
小型タンク車(ＳＴ２４９)バッテリー
交換

その他 平野消防署 34,000 株式会社関電Ⅼ＆Ａ 令和4年2月3日(木)

03-32 雑巾ほか２点買入 買入 平野消防署 23,460 株式会社籠保 令和4年2月10日(木)

03-33 デジタルカメラ買入 買入 平野消防署 25,500 エレクト商事株式会社 令和4年2月10日(木)



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

03-1 連結ピンほか３点買入 買入 西成消防署 54,990 東美プライニング株式会社 令和3年5月20日(木)

03-2 食器用洗剤買入 買入 西成消防署 48,600 株式会社籠保 令和3年5月20日(木)

03-3 司令車の継続検査整備業務委託 業務委託 西成消防署 19,770 西森自動車工業株式会社 令和3年6月3日(木)

03-4 モップ絞り器ほか２点買入 買入 西成消防署 53656 竹山時株式会社 令和3年6月24日(木)

03-5 麦茶ティーバッグ買入 買入 西成消防署 15,840 株式会社籠保 令和3年6月24日(木)

03-6 トナーカートリッジ買入 買入 西成消防署 145,800 エレクト商事株式会社 令和3年6月24日(木)

03-7 トナーカートリッジほか１点買入 買入 西成消防署 57,776 さのぶん株式会社 令和3年7月15日(木)

03-8
指揮車（CC324）の定期点検（6か
月）業務委託

業務委託 西成消防署 4,000 西森自動車工業株式会社 令和3年8月5日(木) 同価当選

03-9
指揮車（ＰI３４２）の定期点検（6か
月）業務委託

業務委託 西成消防署 3,800 株式会社関電L＆A 令和3年9月2日(木)

03-10 セロハンテープほか8点買入 買入 西成消防署 25,670 株式会社カナガワ 令和3年9月2日(木)



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

03-11 潤滑剤スプレーほか２点買入 買入 西成消防署 13,030 株式会社カナガワ 令和3年9月2日(木)

03-12 台所用洗剤ほか３点買入 買入 西成消防署 23,500 株式会社岡野 令和3年9月2日(木)

03-13
小型タンク車（津守ST258）タイヤ交
換

その他 西成消防署 45,600 株式会社港南タイヤ 令和3年9月16日(木)

03-14
はしご車（L24）ほか２台用バッテ
リー買入

買入 西成消防署 83,400 関西理研株式会社 令和3年9月30日(木)

03-15 LED投光器買入 買入 西成消防署 18,500 株式会社岡野 令和3年9月30日(木)

03-16 インパクトドライバー買入 買入 西成消防署 9,400 株式会社赤尾 令和3年9月30日(木)

03-17 蛍光灯買入 買入 西成消防署 9,000 エレクト商事株式会社 令和3年10月7日(木)

03-18 FAX用感熱紙買入 買入 西成消防署 9,000 株式会社カナガワ 令和3年10月7日(木)

03-19 救急車（A375）タイヤ交換 その他 西成消防署 16,800 関西理研株式会社 令和3年10月7日(木)

03-20 防災訓練用自動車の借入 借入 西成消防署 35,000 株式会社関電L＆A 令和3年10月28日(木)



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

03-21
ミニ消防車きぼうの定期点検整備
（１２か月）業務委託

業務委託 西成消防署 6,000 西森自動車工業株式会社 令和3年11月18日(木) 同価当選

03-22 コンパネほか６点買入 買入 西成消防署 67,700 株式会社江南商店 令和3年11月18日(木)

03-23 浴室用洗剤ほか２点買入 買入 西成消防署 12,880 株式会社籠保 令和3年11月18日(木)

03-24 乾電池Aほか３点買入 買入 西成消防署 21,000 エレクト商事株式会社 令和3年12月9日(木)

03-25 ステープラ針ほか９点買入 買入 西成消防署 11,600 さのぶん株式会社 令和3年12月16日(木)

03-26 フライパンほか７点買入 買入 西成消防署 33,050 株式会社岡野 令和3年12月16日(木)

03-27 ラミネートフィルムＡほか９点買入 買入 西成消防署 57,450 株式会社カナガワ 令和4年1月20日(木)

03-28 軍手ほか２点買入 買入 西成消防署 32,000 株式会社江南商店 令和4年1月20日(木)

03-29 三角巾ほか１点買入 買入 西成消防署 65,000 株式会社カナガワ 令和4年1月20日(木)

03-30
指揮車（CC324）の定期点検（12か
月）業務委託

業務委託 西成消防署 8,600 株式会社関電L＆A 令和4年1月20日(木)



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

03-31 食器用洗剤（その２）買入 買入 西成消防署 16,400 株式会社籠保 令和4年2月10日(木)



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

03-1 潜水器具分解修理点検（第１回） その他 水上消防署 90,000 有限会社アイダック 令和3年5月6日(木)

03-2 食器用洗剤ほか４点買入 買入 水上消防署 48,935 株式会社籠保 令和3年5月20日(木)

03-3
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 6,000 株式会社関電L＆A 令和3年6月24日(木)

03-4 潜水器具分解修理点検（第２回） その他 水上消防署 90,000 有限会社アイダック 令和3年6月24日(木)

03-5
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 6,000 株式会社関電L＆A 令和3年7月29日(木)

03-6 潜水器具分解修理点検（第３回） その他 水上消防署 90,000 有限会社アイダック 令和3年7月29日(木)

03-7 救急車（A354）タイヤ交換 その他 水上消防署 17,000 関西理研株式会社 令和3年9月2日(木)

03-8
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 令和3年9月2日(木)

03-9 潜水器具分解修理点検（第４回） その他 水上消防署 85,000 有限会社アイダック 令和3年9月2日(木)

03-10 樹木剪定業務委託 業務委託 水上消防署 140,000 大商造園株式会社 令和3年10月7日(木)



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

03-11 司令車定期点検整備業務委託 業務委託 水上消防署 10,800 株式会社関電L＆A 令和3年10月28日(木)

03-12 垂木ほか１点買入 買入 水上消防署 41,600 株式会社江南商店 令和3年11月11日(木)

03-13 トイレットペーパーほか３点買入 買入 水上消防署 50,280 株式会社籠保 令和3年12月2日(木)

03-14 空調配管安全弁修繕 その他 水上消防署 62,000
なかむらや　代表者　中村英
一郎

令和3年12月2日(木)

03-15 潜水器具分解修理点検（第５回） その他 水上消防署 80,000 有限会社アイダック 令和3年12月9日(木)

03-16
救助器材車（ＲＥ６）定期点検整備
業務委託（１２ヵ月）

業務委託 水上消防署 35,600 株式会社関電L＆A 令和3年12月9日(木)

03-17
所轄指揮車（ＣＣ３３５）定期点検整
備業務委託（１２ヶ月）

業務委託 水上消防署 12,000 株式会社関電L＆A 令和4年1月27日(木)

03-18
救助車（Ｒ３５）ほか１台のバッテ
リー交換

その他 水上消防署 63,000 株式会社関電L＆A 令和4年1月27日(木)

03-19
広報車（PI339）継続検査整備業務
委託

業務委託 水上消防署 24,900 株式会社関電L＆A 令和4年2月3日(木)

03-20 小型タンク車（ＳＴ７２）タイヤ交換 その他 水上消防署 67,200 関西理研株式会社 令和4年2月3日(木)


