
入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 健康増進センター及び機能支援センター清掃業務委託

2. 事業場所 交野市天野が原町5-5-1

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年2月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 　￥９，６０１，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 大建管理株式会社

9.契約金額 　￥６，９９８，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年3月2日

11.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱アカツキ 堺市東区日置荘西町3‐5‐2 14,400,000 円
㈱サービスルーター 枚方市田口山1‐35‐11‐105 11,097,000 円
大建管理㈱ 枚方市出口3‐1‐20 6,480,000 円 落札
近畿ビルテクノ㈱大阪営業所 大阪市中央区島町1‐1‐3 10,357,200 円
㈱サンアメニティ大阪支社 大阪市北区兎我野町5‐15 19,000,000 円
近畿ビルサービス㈱大阪営業所 大阪市中央区島町1‐1‐3　近畿ビル7階 12,960,000 円
伸和サービス㈱ 大阪市北区天神橋7‐7‐5 11,396,800 円
㈱大庫ビルサービス 枚方市樟葉美咲3‐13‐16 14,400,000 円

＜健康増進センター＞
・日常清掃　延床面積１５１９．０㎡
・定期清掃（床清掃及びワックス掛け）延床面積１２４５．９㎡
・臨時清掃（窓ガラス）　窓ガラス面積１７５㎡
＜機能支援センター＞
・日常清掃　延床面積　弾性床材　２０４．０㎡
カーペット　２７５．５㎡
・定期清掃（カーペット）　延床面積　２７５．５㎡
・臨時清掃（窓ガラス）　窓ガラス面積　７３．８９㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市役所本館等清掃業務委託

2. 事業場所 交野市私部1-1-1

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年2月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２３，７０６，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 大建管理株式会社

9.契約金額 ￥１５，５１３，１２０円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年3月2日

11.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱サービスルーター 枚方市田口山1‐35‐11‐105 18,040,000 円
㈱アカツキ 堺市東区日置荘西町3‐5‐2 17,568,000 円
大建管理㈱ 枚方市出口3‐1‐20 14,364,000 円 落札
近畿ビルテクノ㈱大阪営業所 大阪市中央区島町1‐1‐3 19,152,000 円
㈱浄美社大阪本部 大阪市福島区福島7‐20‐1 27,720,000 円
㈱サンアメニティ大阪支社 大阪市北区兎我野町5‐15 39,000,000 円
近畿ビルサービス㈱大阪営業所 大阪市中央区島町1‐1‐3　近畿ビル7階 18,540,000 円
伸和サービス㈱ 大阪市北区天神橋7‐7‐5 16,769,860 円
㈱大庫ビルサービス 枚方市樟葉美咲3‐13‐16 15,600,000 円

１．総合清掃
　（１）日常清掃
　　延床面積　６０１９．４０㎡
　　　　　内訳　本館　　　４１３６．２６㎡
　　　　　　　　別館　　　１６８４．４０㎡
　　　　　　　　第２別館　 １９８．７４㎡
　（２）定期清掃
　　弾性床材　洗浄・水性ワックス仕上げ（年４回）
　　延床面積　６０１９．４０㎡
　　カーペット清掃（年４箇月）　延床面積　２３５．６㎡
２．臨時清掃
　窓ガラス清掃（年２回）　延面積　７０３㎡
　　　　　内訳　本館　　　４５８㎡
　　　　　　　　別館　　　１８１㎡
　　　　　　　　第２別館　 ６４㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市役所本館等設備保守管理業務委託

2. 事業場所 交野市私部1-1-1

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年2月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１３，１１１，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 近畿ビルテクノ株式会社大阪営業所

9.契約金額 　￥６，９９８，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年3月2日

11.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
近畿ビルテクノ㈱大阪営業所 大阪市中央区島町1‐1‐3 6,480,000 円 落札
㈱浄美社大阪本部 大阪市福島区福島7‐20‐1 10,332,000 円
㈱サンアメニティ大阪支社 大阪市北区兎我野町5‐15 辞退
近畿ビルサービス㈱大阪営業所 大阪市中央区島町1‐1‐3　近畿ビル7階 9,360,000 円
伸和サービス㈱ 大阪市北区天神橋7‐7‐5 11,520,000 円
㈱大庫ビルサービス 枚方市樟葉美咲3‐13‐16 参加資格なし※

　対象施設：交野市役所本館、別館及び第２別館
　主たる業務
　（１）電気工作物の維持管理
　（２）電気設備関係の点検・記録
　（３）議場の照明器具の整備点検及び施設内の蛍光灯
その他照明球の取替え
　（４）各階床タイルの簡易な張替補修
　（５）ガス新吸収式冷暖房機、熱交換機、空調機類
および付帯設備の運転並びに保守、ポンプ設備、
配管系統およびガス設備の保守と軽易な補修作業
　（６）機械設備関係の点検・記録
　（７）冷却塔及び空調設備内排水受けの点検
　（８）湧水槽のｐＨ値、臭気、外観の検査

※参加資格要件のうち、実績要件に該当したため。



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27年4月1日～平成28年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年2月27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 株式会社ホープ大阪営業所

10.契約金額 ￥２０，２０２円/１枠

11.契約日 平成27年3月2日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を含む） 適　　用
㈱宣成社 大阪市中央区北浜1‐5‐8 16,500 円
㈱ホープ大阪営業所 大阪市中央区伏見町4-4-9　3階 20,202 円 落札

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27年4月1日～平成28年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年2月27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 株式会社ホープ大阪営業所

10.契約金額 ￥７，５６１円/１枠

11.契約日 平成27年3月2日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を含む） 適　　用
㈱宣成社 大阪市中央区北浜1‐5‐8 6,500 円/枠
㈱ホープ大阪営業所 大阪市中央区伏見町4-4-9　3階 7,561 円/枠 落札

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. 事業名称 交野市立幼児園（3園）機械警備設備委託業務

2. 事業場所 交野市私市1-29-1他2園

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成32年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年2月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１４，９７９，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本パナユーズ株式会社

9.契約金額 ￥８，７４８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年3月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
日本パナユーズ㈱ 大阪市港区築港3‐5‐12 8,100,000 円 落札
㈱大庫ビルサービス 枚方市樟葉美咲3‐13‐16 12,000,000 円
㈱セコム 渋谷区神宮町1‐5‐1 参加資格なし※

・あまだのみや幼児園
　　防犯・火災監視・設備制御・巡回等　　１式
　　自火報盤結線　　　　１箇所　主装置　　　　　　　　１個
　　カードリーダー　　　２個　　電気錠コントローラー　２個
　　開錠スイッチ　　　　２個　　スケジューラ　　　　　１個
　　電気錠　　　　　　　２個　　フラッシュライト　　　１個
　　マグネットセンサー　２個　　室内センサー（廊下）　４個
　　室内センサー（ホール・室内）　３個
　　カード　　　　　　　１０枚
・あさひ幼児園
　　防犯・火災監視・設備制御・巡回等　　　１式
　　自火報盤結線　　　　１箇所　主装置　　　　　　　　１個
　　カードリーダー　　　２個　　電気錠コントローラー　２個
　　開錠スイッチ　　　　２個　　スケジューラ　　　　　１個
　　電気錠　　　　　　　２個　　フラッシュライト　　　１個
　　マグネットセンサー　２個　　室内センサー（廊下）　７個
　　室内センサー（ホール・室内）　３個
カード　　　　　　　１０枚
・くらやま幼児園
　　防犯・火災監視・設備制御・巡回等　　１式
　　自火報盤結線　　　　１箇所　主装置　　　　　　　　１個
　　カードリーダー　　　２個　　電気錠コントローラー　２個
　　開錠スイッチ　　　　２個　　スケジューラ　　　　　１個
　　電気錠　　　　　　　２個　　フラッシュライト　　　１個
　　マグネットセンサー　２個　　室内センサー（廊下）　７個
　　室内センサー（ホール・室内）　４個
　　カード　　　　　　　　１０枚

※参加資格要件のうち、所在地要件を満たさないため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立幼児園清掃管理業務委託

2. 事業場所 交野市私市1-29-1他2園

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成32年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年2月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３５，９６４，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社サービスルーター

9.契約金額 ￥１９，２０６，７２０円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年3月2日

11.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
鳳産業㈱ 高槻市八幡町2‐43 36,600,000 円
近畿ビルテクノ㈱大阪営業所 大阪市中央区島町1‐1‐3 37,000,800 円
関西マネジ興業㈱ 寝屋川市高柳2‐21‐7 35,000,000 円
㈱クレイブ 大阪市阿倍野区昭和町2‐19‐28‐501 33,930,000 円
㈱大庫ビルサービス 枚方市樟葉美咲3‐13‐16 33,192,000 円
㈱アカツキ 堺市東区日置荘西町3‐5‐2 31,548,000 円
㈱東和総合サービス 大阪市西区阿波座1‐5‐2 辞退
㈱サービスルーター 枚方市田口山1‐35‐11‐105 17,784,000 円 落札
近畿ビルサービス㈱大阪営業所 大阪市中央区島町1‐1‐3　近畿ビル7階 31,970,000 円
大建管理㈱ 枚方市出口3‐1‐20 35,000,000 円

日常清掃
　第１保育所　４６５．１㎡　第１幼稚園　６９９．５９㎡
　第２保育所　９１５．１㎡　第２幼稚園　７４１．９㎡
　第３保育所　４５５．３２㎡　第３幼稚園　６０１．８３㎡
定期清掃（ガラス）　年２回
　第１保育所　１８２㎡　第１幼稚園　１２４．６㎡
　第２保育所　１３２㎡　第２幼稚園　１６７．５㎡
　第３保育所　１２７．９㎡　第３幼稚園　１９３．４５㎡
定期清掃（カーペット）　年１回
　第１保育所　７３．８㎡
第２保育所　７９．５㎡
第３保育所　１６７．４６㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 神宮寺奥山3号池災害復旧工事(502/504)

2. 工事場所 交野市大字倉治地内

3. 工　　　期 平成27年3月2日から平成27年3月27日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年2月27日

6. 入札方法 指名競争入札

9. 予定価格 ￥８，７３７，２００円（消費税を含む）

10.最低制限価格 ￥６，５３０，０００円（消費税を含まない）　

11.契約の相手方 有限会社森英興産

12.契約金額 ￥７，０５２，４００円（消費税を含む）

13.契約日 平成27年3月2日

14.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
雨田組㈱ 交野市星田北6‐2‐12 6,530,000 円
㈱西工務店 交野市私部5‐23‐15 7,840,000 円
㈲森英興産 交野市南星台2‐1‐2 6,530,000 円 落札（くじ）
三黄建設㈱ 交野市星田西3‐16‐3 辞退
㈱ケイ・エス 交野市私部6‐21‐2 辞退

土砂撤去工　Ｖ＝８７６㎥
仮設進入路撤去工　一式
仮設排水管設置撤去　φ ５００　Ｌ＝１９０ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 天野が原町1丁目地内汚水取付管（紙管）取替工事

2. 工事場所 交野市天野が原町1丁目地内

3. 工　　　期 平成27年3月2日から平成27年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年2月27日

6. 入札方法 指名競争入札

9. 予定価格 ￥２，６８９，２００円（消費税を含む）

10.最低制限価格 ￥２，０１０，０００円（消費税を含まない）　

11.契約の相手方 森本水道工業株式会社

12.契約金額 ￥２，５２８，２８０円（消費税を含む）

13.契約日 平成27年3月2日

14.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
森本水道工業㈱ 交野市倉治2‐1‐12 2,341,000 円 落札
北口工業㈱ 交野市星田5‐7‐4 2,490,000 円
㈲山崎設備 交野市藤が尾4‐17‐6 2,490,000 円
㈲和紀総合 交野市郡津1‐55‐13 2,490,000 円
オーレス㈱ 交野市天野が原町4‐13‐8 2,490,000 円

土工　一式
汚水ます工　汚水ます設置　φ ３５０ｍｍ　Ｎ＝８．０箇所
取付管　取付管布設工　φ １５０ｍｍ　Ｌ＝１６．９５ｍ
　取付管取付工　φ １５０ｍｍ　Ｎ＝８．０箇所
汚水人孔蓋取替
汚水人孔蓋取替
　汚水人孔蓋取替工　φ ６００ｍｍ　Ｎ＝２．０箇所
　汚水人孔蓋撤去処分工　φ ６００ｍｍ　Ｎ＝２．０箇所
付帯工　舗装等撤去工　一式
舗装工（仮復旧）
　路盤工　ＲＣ－３０　ｔ＝１５ｃｍ　Ａ＝１８．６３㎡
　表層工　再生密粒Ａｓ　ｔ＝５ｃｍ　Ａ＝１８．６３㎡
舗装工（本復旧）
　表層工　再生密粒Ａｓ　ｔ＝５ｃｍ　Ａ＝２０５．３２㎡
　不陸整正工　ＲＣ－３０　ｔ＝２ｃｍ　Ａ＝２０５．３２㎡
区画線工　一式　　　　　　　施行面積　Ａ＝２０５．３２㎡



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 交野市私部1-54-1他11箇所

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年2月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８２０，８００円（消費税を含まない）

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 ￥６７３，８８０円（消費税を含まない）

10.契約日 平成27年2月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱ジャパンインシュアランスエージェン
ト大阪支店

大阪市中央区淡路町3‐2‐8トーア紡第二ビル3F 673,880 円 落札

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

大阪市中央区久太郎町1‐6‐27　ヨシカワビル
901号

欠席

山口総合保険 寝屋川市萱島本町6‐5 辞退
㈱保険総合研究所大阪支店 大阪市中央区久太郎町4‐2‐12　本町TDビル3 1,458,160 円
㈱ユーライン 大阪市北区梅田1‐3‐1‐1000 1,003,200 円
広和保険㈱ 大阪市中央区南船場1‐3‐14 1,003,200 円
㈱関西保険センター 寝屋川市香里新町19‐5 欠席

　対象人数　児童　７７０人／日
　補償内容
① 傷害保険
　通院　　　　　　１，５００円／日
　入院　　　　　　２，５４０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　･　契　約　結　果

1. 事業名称 会議録作成及び会議録検索システム稼動業務
並びに議会だより編集及び印刷製本業務

2. 事業場所 交野市私部1-1-1

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年2月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２３，１６６，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社会議録研究所

9.契約金額（税込）

10.契約日 平成27年3月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16 21,139,200 円 落札
㈱大和速記情報センター関西営業所 大阪市中央区平野町1‐7‐1 21,445,860 円
㈱議事録発行センター 岡山市北区高柳西町1‐23 21,330,300 円
㈱会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚1‐4‐12 辞退
㈱京都速記 中京区衣棚通御池下る長浜町153 欠席

（１）会議録作成
　①対象会議　本会議、常任委員会及び特別委員会等
　②部数
　　本会議　１５部　常任委員会及び特別委員会等１０部
　③印刷製本方法　オンデマンド印刷
　その他諸条件あり
（２）会議録作成業務
　本会議の会議録について、会議録検索システムＤｉｓｃｕｓｓ用にデータフォーマットする。
（３）会議録検索システム稼動業務
　会議録検索システムをインターネットを利用し、ＡＳＰ方式により検索・閲覧を可能にする。
（４）かたの市議会だより（ＰＤＦ版を含む）
　発行回数　年４回

本会議会議録調製（音声データ反訳）　17,280円/時間
本会議印刷製本　469円/頁
本会議ＰＤＦデータ作成　2,484円/会議
委員会会議録調製（音声データ反訳）　17,280円/時間
委員会印刷製本　453円/頁
会議録検索システム用データ作成電子データからの作成　162円/頁
会議録検索システム稼動業務　17,928円/ヶ月
議会だより編集及び印刷製本務８頁構成　28円/部
議会だより編集及び印刷製本業務１０頁構成　31円/部

合計金額　22,753,116円


