
別紙様式３

物品役務等の名称及び数量 契約担当部署名 契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称

及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率 備　　考

国立大学法人大阪教育大学柏原キャンパ
ス一般廃棄物搬出および処分業務

総務部財務課契約係 令和3年7月9日
畑中清掃
大阪府柏原市太平寺1-9-6

一般競争入札 1トンあたり　22,000円

一般競争入札
調達予定総額
13.217,600円

3年間
単価契約

附属平野小学校 スライド式電子黒板 一
式

総務部財務課契約係 令和3年7月15日
シャープマーケティングジャ
パン(株)
大阪市平野区加美南3-8-25

一般競争入札 ¥7,260,000

大阪教育大学天王寺キャンパスで使用す
るガス

総務部財務課契約係 令和3年7月30日
大阪瓦斯（株）エナジーソ
リューション事業部
大阪市中央区平野町4-1-2

一般競争入札 1㎡あたり　99.95円

一般競争入札
調達予定総額
5,399,616円

1年間
単価契約

大阪教育大学柏原キャンパスで使用する
ガス

総務部財務課契約係 令和3年8月11日
大阪瓦斯（株）エナジーソ
リューション事業部
大阪市中央区平野町4-1-3

一般競争入札 1㎡あたり　87.11円

政府調達
調達予定総額
10,092,582円

1年間
単価契約

事務用パーソナルコンピュータ
一式

総務部財務課契約係 令和3年9月10日
(株)メディック
大阪府吹田市寿町1-8-17

一般競争入札 ¥4,524,740

大阪教育大学 社会保障・税番号制度対
応代行支援業務 一式

総務部財務課契約係 令和3年9月10日
(株)フルキャスト
東京都品川区西五反田8-9-5

一般競争入札

初期費用　　165,000
データ移管料金　　660,000

郵送取得(従業員)　　　　1,100
郵送取得(扶養家族)　　　770

ハガキによる催促(基本料金)　　110,000
ハガキによる催促(催促対象者)　　165

保管料金　　1,650,000
オプション(マイナンバー付記)　　220,000

オプション(源泉発送代行基本料金)
55,000

オプション(源泉発送代)　　154
発送実費　　94.6
返送実費　　419.1

一般競争入札
調達予定総額
5,757,180円

1年間
単価契約

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく、所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。 1
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大阪教育大学 学生健康診断業務 総務部財務課契約係 令和3年9月30日
医療法人健昌会
大阪市福島区玉川2-12-16

一般競争入札

内科診察　　440
計測　　110
検尿　　165

血圧測定　　165
胸部X線間接撮影　　880

胸部X線デジタル撮影　　1,100
安静時心電図検査　　990

一般競争入札
調達予定総額
22,189,200円

3年間
単価契約

大阪教育大学 附属学校園児童等健康診
断業務

総務部財務課契約係 令和3年9月30日
医療法人橘甲会
大阪市中央区内久宝寺町3-4-1

一般競争入札

内科診察　　550
検尿１　　330
検尿２　　550

血圧測定　　385
胸部X線間接撮影　　1,430

安静時心電図検査１　　1,650
安静時心電図検査　２　　3,850

負荷心電図検査　　4,400
歯科衛生師派遣　　22,000

看護師派遣　　22,000

一般競争入札
調達予定総額
26,582,160円

3年間
単価契約

大阪教育大学柏原キャンパスで使用する
電気

総務部財務課契約係 令和3年9月30日
大阪市北区中之島3-6-16
関西電力(株)

一般競争入札
基本料金　　1,237.62円/kW・月

夏季　　9.77円/kWh
その他季　　9.02円/kWh

政府調達
調達予定総額
55,898,104円

1年間
単価契約

大阪教育大学天王寺キャンパスで使用す
る電気

総務部財務課契約係 令和3年9月30日
大阪市北区中之島3-6-16
関西電力(株)

一般競争入札
基本料金　　1,228.79円/kW・月

夏季　　9.70円/kWh
その他季　　8.96円/kWh

政府調達
調達予定総額
16,193,326円

1年間
単価契約

大阪教育大学附属学校園6校で使用する
電気

総務部財務課契約係 令和3年9月30日
大阪市北区中之島3-6-16
関西電力(株)

一般競争入札
基本料金　　1,144.04円/kW・月

夏季　　9.03円/kWh
その他季　　8.34円/kWh

政府調達
調達予定総額
28,849,637円

1年間
単価契約

大阪教育大学学術情報ネットワーク
(SINET6)アクセス回線　一式

総務部財務課契約係 令和3年11月5日
大阪市中央区城見2-1-5
(株)オプテージ

一般競争入札 ¥17,740,800

大阪教育大学附属学校園LAN構築
一式

総務部財務課契約係 令和3年12月21日
大阪府八尾市北亀井町3-1-72
シャープマーケティングジャ
パン(株)

一般競争入札 ¥9,878,000

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく、所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。 2
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大阪教育大学ポータブル蓄電池　12台
他

総務部財務課契約係 令和3年12月24日
大阪市天王寺区上本町5-1-5
関西電設工業(株)

一般競争入札 ¥9,444,600

大阪教育大学及び附属学校園警備管理業
務

総務部財務課契約係 令和4年2月10日
愛知県名古屋市中区3-2-32
錦アクシスビル
(株)ルート・ワン

一般競争入札 ¥264,171,600

Microsoft 365 A3ライセンス　一式 総務部財務課契約係 令和4年3月1日
東京都千代田区飯田橋2-18-4
(株)大塚商会

一般競争入札 ¥8,648,640

IRデータ統合基盤「IRDIP」導入及び運
用保守支援業務一式

総務部財務課契約係 令和4年6月23日
（株）ニッセイコム　公共シ
ステム事業部
大阪市北区中之島3-2-4

一般競争入札 ¥13,860,000

附属学校電子黒板システム更新 総務部財務課契約係 令和4年6月30日
シャープマーケティングジャ
パン(株)
大阪府八尾市北亀井町3-1-72

一般競争入札 ¥14,432,000

大阪教育大学天王寺キャンパスで使用す
るガス

総務部財務課契約係 令和4年7月21日
大阪瓦斯（株）
大阪府大阪市中央区平野町4-
1-2

一般競争入札 1㎥あたり　124.83円

一般競争入札
調達予定総額
10,144,966円

1年間
単価契約

大阪教育大学附属学校LAN構築　一式 総務部財務課契約係 令和4年7月28日
シャープマーケティングジャ
パン(株)
大阪府八尾市北亀井町3-1-72

一般競争入札 ¥11,220,000

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく、所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。 3


