
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 広報紙の有料広告掲載

2. 工事場所 交野市私部１－１－１

3. 工　　　期 平成26年4月1日～平成27年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年2月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１２，６００円/１枠

8.最低制限価格 ―

9.契約の相手方 株式会社宣成社

10.契約金額 ￥１４，０００円/１枠

11.契約日 平成26年3月3日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社宣成社 14,000 円 落札

平成２６年度の本市広報紙へ有料広告を掲載するも
の。
　掲載箇所　本市広報紙最下部
　１枠　　　縦４５．２５ｍｍ　横８４．５０ｍｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 ホームページの有料広告掲載

2. 工事場所 交野市私部１－１－１

3. 工　　　期 平成26年4月1日～平成27年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年2月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥４，５００円/１枠

8.最低制限価格 ―

9.契約の相手方 株式会社宣成社

10.契約金額 ￥５，０００円/１枠

11.契約日 平成26年3月3日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社宣成社 5,000 円 落札

平成２６年度の本市ホームページに有料広告を掲載す
るもの。
　掲載箇所　本市ホームページトップページ
　１枠　　　縦６０ピクセル　横１５０ピクセル



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立保健福祉総合センター（世代間交流センター）空調設備改修工事

2. 工事場所 交野市天野が原町5-5-1

3. 工　　　期 平成26年3月3日～平成26年6月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年2月28日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥５２，１５３，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４１，０４０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 鳳工業株式会社

10.契約金額 ￥４４，３２３，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年3月3日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社谷垣工業 45,000,000 円
株式会社小西工業所 47,500,000 円
大阪電気機工株式会社 欠席
株式会社竹村コーポレーション大阪
支店

辞退

柳生設備株式会社 45,000,000 円
九櫻設備工業株式会社 辞退
ダイクウ株式会社 辞退
若林設備工業株式会社交野支店 48,000,000 円
鳳工業株式会社 41,040,000 円 落札
三菱電機ビルテクノサービス株式会
社関西支社

辞退

株式会社精研 47,000,000 円

■冷暖房設備工事
　既設氷蓄熱による空調方式（一部個別空調方式）を個
別空調方式に改修する。
■換気設備工事
　既設ユニット形空調器での外気（ＯＡ）量を確保し、全
熱交換器に改修する。
■電気設備工事
　空調改修機器への電源を供給する。



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 広報紙の印刷請負

2. 事業場所 交野市役所

3. 期　　　間 平成26年4月1日から平成28年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ―

8.契約の相手方 株式会社高速オフセット

9.契約金額 ￥８，０２２，２４０円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年3月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社高速オフセット 7,428,000 円 落札
サンケイ総合印刷株式会社 19,046,400 円
株式会社廣済堂情報コミュニケーショ
ン関西事業本部

欠席

株式会社近畿印刷センター 辞退
桃花園印刷所 16,416,000 円

平成２６・２７年度の広報紙を印刷するもの。
　毎月１回発行（３１，０００部／回）
　Ａ４版・冊子型・再生上質紙・３６ページ
墨１色（表裏のみ４色）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部5丁目地内汚水管布設工事に伴う舗装工事

2. 工事場所 交野市私部5丁目地内

3. 工　　　期 平成26年3月3日～平成26年3月25日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，７７４，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，４３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社山崎設備

10.契約金額 ￥１，５０１，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年3月3日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社平田設備工産 1,430,000 円
有限会社山崎設備 1,430,000 円 落札（くじ）
山本工業株式会社交野支店 辞退
有限会社サンコー交野営業所 辞退
森本水道工業株式会社 1,430,000 円

舗装切断工　Ｌ＝２４．６８ｍ
舗装仮復旧工　Ａ＝３１７．７４㎡
雑工　一式
施工面積　Ａ＝３１７．７４㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私市汚水幹線マンホール蓋取替工事

2. 工事場所 交野市私部西１丁目～天野が原町１丁目地内

3. 工　　　期 平成26年3月3日～平成26年3月22日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，６２７，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，３１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社エイチツーオー交野支店

10.契約金額 ￥１，３７５，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年3月3日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社エイチツーオー交野支店 1,310,000 円 落札（くじ）
有限会社川人設備 1,310,000 円
有限会社北崎工業所交野営業所 1,310,000 円
北口工業株式会社 辞退
株式会社ケイ・プランニング・コーポ
レーション

1,310,000 円

オーレス株式会社 辞退

土工　一式
汚水人孔工
　汚水人孔蓋設置工　φ ６００（ハイジャスター）　Ｎ＝２０．０箇
所
　既設汚水人孔蓋撤去工（処分含む）　Ｎ＝２０．０箇所
雑工
　円形舗装切断工（１２箇所）等　　　一式
　土間コンクリート復旧工　　　　　　Ｎ＝１．０箇所
舗装工（本復旧）
　路盤工　ＲＣ－３０　ｔ＝１５ｃｍ　Ａ＝９．３３㎡
　路盤工　ＲＣ－３０　ｔ＝１０ｃｍ　Ａ＝８．６４㎡
　基層工　再生粗粒Ａｓ　ｔ＝５ｃｍ　Ａ＝７．６３㎡
　表層工　再生密粒Ａｓ　ｔ＝５ｃｍ　Ａ＝９．６４㎡
　表層工　再生密粒Ａｓ　ｔ＝３ｃｍ　Ａ＝８．１０㎡

施工面積Ａ＝１７．７４㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成26年度第二京阪道路騒音調査業務委託

2. 事業場所
交野市青山２－２６３１他１筆、天野が原２－６
５２－８他２筆

3. 期　　　間 平成26年4月1日から平成27年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８３１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社環境総合テクノス

9.契約金額 ￥６３７，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年3月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
応用技術株式会社 辞退
株式会社総合環境計画大阪支社 650,000 円
株式会社環境総合テクノス 590,000 円 落札
株式会社アクト音響振動調査事務所 600,000 円
株式会社中央クリエイト関西支店 650,000 円

■調査日
　年２回（春季及び秋季）各２４時間測定とする。
■調査項目
　騒音、交通量及び平均走行速度。
　尚、各調査は「騒音レベル測定・表示方法」（ＪＩＳＺ－８７３１）、
「環境騒音モニタリング調査方法」（大阪府環境農林水産部交
通環境課）及び「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（環境
省）に準じて行うこと。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成26年度窒素酸化物濃度簡易調査

2. 事業場所 交野市内14箇所

3. 期　　　間 平成26年4月1日から平成27年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８９６，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社環境総合テクノス

9.契約金額 ￥６３７，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年3月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
帝人エコ・サイエンス株式会社関西事
業所

690,000 円

株式会社環境総合テクノス 590,000 円 落札
中外テクノス株式会社関西支社 1,600,000 円
一般財団法人関西環境管理技術セン
ター

1,070,000 円

日本検査株式会社理化学試験セン
ター

欠席

窒素酸化物濃度についてより広範な濃度の状況把握に努める
ため実施するもの。
① 測定項目
　　一酸化窒素（ＮＯ＝ＮＯｘ－ＮＯ２）
　　二酸化窒素（ＮＯ２）
　　窒素酸化物（ＮＯｘ）
② 測定方法
　　ＰＴＩＯ法
③ 測定時期
　　毎月１回実施。１回当たりの暴露時間は１週間とする。
　　各界の速報値と年間の調査報告書を提出。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市住民活動災害補償制度

2. 事業場所 　　―

3. 期　　　間 平成26年4月1日から平成27年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７００，０００円

8.契約の相手方 株式会社ジャパンインシュアランスエージェント大阪支店

9.契約金額 ￥５１０，４５０円

10.契約日 平成26年3月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社保険総合研究所大阪支店 辞退
株式会社ジャパンインシュアランス
エージェント大阪支店

510,450 円 落札

株式会社ユーライン 辞退
ザ・ニューインディア・アシュアランス・
カンパニー・リミテッド大阪支店

585,890 円

山口総合保険 998,290 円
広和保険株式会社 辞退
株式会社関西保険センター 辞退

市民団体等又は市が行う日帰りの住民活動中の偶発事故に対
応する保険をかけるもの。
① 傷害補償
　死亡　　　　３００万円／名
　後遺障害　　３００万円／名
　入院補償　２，５００円／日
　通院補償　１，５００円／日
② 賠償責任保険
身体障がい　　５億円／事故
財物損壊　５００万円／事故
　※諸条件あり

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市放課後児童会傷害及び賠償責任保険事業

2. 事業場所 交野市内

3. 期　　　間 平成26年4月1日から平成27年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８２０，０００円

8.契約の相手方 株式会社ジャパンインシュアランスエージェント大阪支店

9.契約金額 ￥６８０，２５０円

10.契約日 平成26年3月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社保険総合研究所大阪支店 欠席
株式会社ジャパンインシュアランス
エージェント大阪支店

680,250 円 落札

株式会社ユーライン 1,011,580 円
ザ・ニューインディア・アシュアランス・
カンパニー・リミテッド大阪支店

782,570 円

広和保険株式会社 1,235,090 円
株式会社関西保険センター 1,017,760 円
山口総合保険 辞退

放課後児童会活動中及び通会経路で発生した事故を救済する
保険。
　対象人数　児童　６５０人／日
　補償内容
① 傷害保険
　通院　　　　　　１，５００円／日
　入院　　　　　　２，５００円／日
　死亡・後遺障害　３００万円
② 賠償責任保険
　身体　　　　　　１億円／名
　　　　　　　　５億円／事故
　財物損壊　５００万円／事故

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 証明書発行用複合機の賃貸借

2. 事業場所 交野市私部１－１－１他２箇所

3. 納期限 平成26年4月1日から平成31年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，６９３，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日立キャピタル株式会社

9.契約金額 ￥３，３５６，６４０円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年3月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
日立キャピタル株式会社 3,108,000 円 落札
富士ゼロックス大阪株式会社官公
庁営業部

辞退

芙蓉総合リース株式会社大阪支店 3,306,000 円
株式会社加地 辞退
株式会社内田洋行大阪支店 辞退

　■賃貸借物品
　証明書編集機能付送受信兼用型複合機　１台
　　　　・ファクシミリ機能
　　　　・コピー機能
　　　　・証明書編集・発行機能
　　　　・パスワード通信機能を使用した通信ができること
　申請書送信用受信兼用型複合機　　　　　２台
　　　　・ファクシミリ機能
　　　　・コピー機能
　　　　・パスワード通信機能を使用した通信ができること

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市複合機賃貸借（レンタル）

2. 事業場所 交野市役所情報課他2箇所

3. 納期限 平成26年4月1日から平成31年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，６２８，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会
社官公庁事業部近畿官公庁営業部

9.契約金額 ￥１，８９６，７５０円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年3月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
コニカミノルタビジネスソリューショ
ンズ株式会社官公庁事業部近畿官
公庁営業部

1,756,250 円 落札

株式会社加地 2,638,750 円
日立キャピタル株式会社 辞退
芙蓉総合リース株式会社大阪支店 辞退
ＮＴＴファイナンス株式会社関西支 辞退

①情報課②税務室③健やか総務室３台分を総務課がとりまと
めて契約する。
　年間予定枚数
　　①５０００枚/年
　　②２５，０００枚/年
　　③７５，０００枚/年
　印刷速度
　　①毎分３０枚以上
　　②③毎分４５枚以上
　その他
　　セキュリティ機能等

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市役所本館及び別館受付案内業務委託

2. 事業場所 交野市私部1-1-1

3. 期　　　間 平成26年4月1日から平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，４５６，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 鳳産業株式会社

9.契約金額 ￥５，５５２，０６４円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年3月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
鳳産業株式会社 5,140,800 円 落札
近畿ビルテクノ株式会社大阪営業所 5,882,000 円
株式会社京伸 5,866,000 円
株式会社大庫ビルサービス 無効
シダックス大新東ヒューマンサービス
株式会社大阪営業所

欠席

３年間の複数年契約
　①来庁者の案内及びサービス
　②受付ボックスにかかる電話対応
　③玄関ロビー周辺の整備落とし物等の遺失物、金品の届け
出の対応
　④ポスター・チラシ類の掲示、配架
　⑤公会議の日程を１階ロビー備付けの白板に記入する
　⑥雨天時において、本館正面玄関に、雨傘用ビニール袋を設
置
　⑦受付ボックスに届く配達物の収受等
　⑧交野の水「星のしずくきらり」の販売

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成26年度交野市役所文書配送等業務委託

2. 事業場所 交野市私部1-1-1

3. 期　　　間 平成26年4月1日から平成27年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，７４７，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社ダイコク

9.契約金額 ￥３，７４１，９８４円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年3月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
佐川急便株式会社西日本支店 欠席
西武運輸株式会社大阪引越センター 辞退
株式会社ダイコク 3,464,800 円 落札
日本通運株式会社大阪東支店 辞退

（１）文書等配送業務（特定信書便１号役務）
　　　本庁文書室と各出先機関を毎日１回巡回し、文書等の
　　収集・配達を行う。
（２）文書仕訳業務
　　　（１）によって収集した文書等を本庁文書室において、
　　部署ごとに仕分けを行う。
（３）郵便差出代行業務
　　　（１）の巡回時に、各出先機関の郵便発送物を合わせ
　　て収集し、本庁文書室の発送郵便物とまとめて郵便局
　　に届ける。

入札金額（消費税を除く）


