
入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成27年度ダイオキシン類調査委託

2. 事業場所
大気：交野市役所庁舎屋上
土壌：交野市内2地点

3. 期　　　間 平成27年5月2日から平成28年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年4月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７６６，８００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 ￥６０２，６４０円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年5月1日

11.参加業者等

指　名　業　者　名 住　所 適　　用

株式会社島津テクノリサーチ環境事業
部

京都市中京区西ノ京下合町1 2,200,000 円

公益財団法人ひょうご環境創造協会 神戸市須磨区行平町3-1-18 辞退
帝人エコ･サイエンス株式会社関西事
業所

大阪市中央区南本町1-6-7 1,080,000 円

いであ株式会社大阪支社 大阪市住之江区南港北1-24-22 2,400,000 円
株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 558,000 円 落札

１．大気調査仕様
　（１）委託業務内容
　　　　①一般環境中の大気試料の採取　②ダイオキシン類の分析
　（２）調査時期及び回数　　年４回
　（３）調査方法
　　　　ダイオキシン類に係る大気環境測定マニュアル（平成２０年３月、
　　　　環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室大気環境課）
　　　　による。
２．土壌調査仕様
　（１）委託業務内容
　　　　①一般環境中の土壌試料の採取　②ダイオキシン類の分析
　（２）調査時期及び回数　　年１回
　（３）調査方法
　　　　ダイオキシン類に係る土壌測定マニュアル（平成２１年３月、環
　　　　境省水･大気環境局土壌環境課）による。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成27年度河川水質調査業務委託

2. 事業場所 交野市私市９丁目（天野川）他７ヶ所

3. 期　　　間 平成27年5月2日から平成28年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年4月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，５４４，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 帝人エコ･サイエンス株式会社関西事業所

9.契約金額 ￥１，４０４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年5月1日

11.参加業者等

指　名　業　者　名 住　所 適　　用
株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 1,690,000 円
帝人エコ･サイエンス株式会社関西事
業所

大阪市中央区南本町1-6-7 1,300,000 円 落札

いであ株式会社大阪支社 大阪市住之江区南港北1-24-22 2,500,000 円
中外テクノス株式会社関西支社 大阪市北区中崎西4-3-27 辞退
株式会社日吉 近江八幡市北之庄町908 辞退

１．対象河川
　　天野川（３ヶ所）、星田中川、江尻川、傍示川、野々田川、がらと川
２．業務内容
　　①検体の分析及び報告
　　②委託者の業務以外の業務（採水容器の提供、pH計・温度計の貸出）
３．検体採取日程
　　年４回（６月、９月、１２月、２月）及び臨時１回の計５回
４．分析方法
　　環境庁告示「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和４６年）、
　　日本工業規格JIS K 0102「工業排水試験方法」、JIS K 0312「工
　　業用水・工場排水中のダイオキシン類及びコプラナーＰＣＢの測
　　定方法」（平成１１年９月２０日）による。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 東部大阪都市計画下水道及び事業認可の変更業務委託

2. 事業場所 交野市内

3. 期　　　間 平成27年5月1日から平成27年12月22日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年4月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，７６７，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 オリジナル設計㈱大阪事務所

9.契約金額 ￥５，７２４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年5月1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
オリジナル設計㈱大阪事務所 大阪府大阪市中央区瓦町2-2-7 5,300,000 円 落札
㈱日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 辞退
㈱アスコ 大阪市西区江之子島1-10-1 辞退
日本水工設計㈱大阪支社 大阪市中央区南船場2-9-8 5,450,000 円
八千代エンジニヤリング㈱大阪支店 大阪市中央区城見1-4-70 辞退

設計業務
淀川左岸・寝屋川北部流域下水道関連
　都市計画決定図書作成業務　　　　　一式
　都市計画事業認可図書作成業務　　一式
　下水道法による事業計画業務　　　　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市型鋳鉄製マンホールふた

2. 事業場所 交野市指定場所

3. 期　　　間 平成27年5月1日～平成28年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年4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 矢作興業株式会社大阪営業所

9.契約金額

10.契約日 平成27年5月1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
T-14型　￥45,550円／1セット
T-25型　￥47,500円／1セット
T-14型　￥50,300円／1セット
T-25型　￥53,400円／1セット
T-14型　￥47,500円／1セット
T-25型　￥49,500円／1セット
T-14型　￥44,000円／1セット 落札
T-25型　￥46,000円／1セット 落札

１．汚水蓋：φ ＝６００　受枠及び蓋Ｔ－２５
　　付属品：調整部材（従来のＡＪフレームホルダ・ボルト250mm緊結セット同等品）、
　　転落防止蓋（従来の転落防止ネット同等品）
２．汚水蓋：φ ＝６００　受枠及び蓋Ｔ－１４
　　付属品：調整部材（従来のＡＪフレームホルダ・ボルト250mm緊結セット同等品）、
　　転落防止蓋（従来の転落防止ネット同等品）
３．平成２６年度購入実績数量
　　Ｔ－２５　９０組　　　Ｔ－１４　０組
４．規格
　　交野市型鋳鉄製マンホールふた認定基準による。

Ｔ－１４型　￥５９，４００円／１セット（消費税を含む）
Ｔ－２５型　￥６５，８８０円／１セット（消費税を含む）

Ｔ－１４型　￥４７，５２０円／１セット（消費税を含む）
Ｔ－２５型　￥４９，６８０円／１セット（消費税を含む）

株式会社荒木製作所 東大阪市森河内東1-21-19

日之出水道機器株式会社 大阪市北区中之島3-3-3

北勢工業株式会社 東大阪市金物町2-14

東大阪市楠根2-3-12矢作興業株式会社大阪営業所



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立幼児園体操教室委託業務

2. 事業場所 交野市あまだのみや幼児園他２園

3. 期　　　間 平成27年5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4月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，５９８，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社アクバス

9.契約金額 ￥９１８，３２４円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年5月1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
株式会社アクバス 大阪府寝屋川市下神田町28-1 850,300 円 落札
シンコースポーツ株式会社大阪支店 大阪府大阪市西区江戸堀1-2-11 欠席
ミズノスポーツサービス株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4-1-23 1,369,444 円
セントラルスポーツ株式会社介護予防
事業部

東京都中央区新川1-21-2 欠席

株式会社ルネサンススポーツクラブル
ネサンス住道

大東市住道2-3-1アルビ住道内 辞退

株式会社デサントヘルスマネジメント
研究所

大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝1-11-3 1,440,000 円

体操教室　一式
（１）対象クラス及び時間
　　４歳児クラス２クラス（４０～５０名程度）　４５分
　　５歳児クラス２クラス（４０～５０名程度）　４５分
（２）実施日
　　１幼児園あたり５月から３月まで毎月２回
　　（４５分×４教室）×１０ヶ月×３園
　　※８月は夏休みのため実施なし。
（３）業務内容
　　①　体操、鉄棒、跳び箱、マット運動、ボール遊びなど園児及び職員への指導
　　②　その記録と評価を学期ごとに文書にて報告



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 複合機賃貸借（レンタル）

2. 事業場所 税務：交野市役所本庁１階　　　消防：交野市消防本部

3. 納期限 平成27年6月1日から平成32年5月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年4月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，４４９，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 東芝テック株式会社関西支社

9.契約金額

税務室
モノクロ　 2.00円／枚（消費税を含まない）
カラー　　16.00円／枚（消費税を含まない）
消防本部
モノクロ　 1.60円／枚（消費税を含まない）
カラー　　16.00円／枚（消費税を含まない）
※入札金額　1,452,000円

10.契約日 平成27年5月1日

11.参加業者等

指　名　業　者　名 住所 適　　用

リコージャパン株式会社関西営業
本部大阪支社大阪東営業部

枚方市東田宮1-14-16

株式会社加地 交野市倉治5-1-38

富士ゼロックス大阪株式会社公共
営業部

大阪市中央区今橋2-5-8

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

大阪府大阪市西区西本町2-3-10

東芝テック株式会社関西支社 大阪市淀川区宮原4-1-6　アクロス新大阪7階 落札

合計金額は、税務室のモノクロの単価×150,000枚と、税務室のカラーの単価×6,000枚と、消防本部のモノクロの単価×480,000枚と、
消防本部のカラーの単価×18,000枚を合算したもの。

辞退

税務室
モノクロ　 2.00円／枚
カラー　　16.00円／枚

消防本部
モノクロ　 1.60円／枚
カラー　　16.00円／枚

（合計金額　1,452,000円）

入札金額（消費税を除く）

税務室
モノクロ　 3.00円／枚
カラー　　10.00円／枚

消防本部
モノクロ　 3.00円／枚
カラー　　10.00円／枚

（合計金額　2,130,000円）

税務室
モノクロ　 7.00円／枚
カラー　　40.00円／枚

消防本部
モノクロ　 4.00円／枚
カラー　　20.00円／枚

（合計金額　3,570,000円）

税務室
モノクロ　 2.50円／枚
カラー　　20.00円／枚

消防本部
モノクロ　 2.50円／枚
カラー　　20.00円／枚

（合計金額　2,055,000円）

税務： 消防： 

カラー複合機１台（コピー・プリンター

機能・スキャナ機能） 

年間予定印刷枚数： 

 モノクロ  ３０，０００枚／年 

 カラー   １，２００枚／年 

カラー複合機１台（コピー・プリンター

機能） 

年間予定印刷枚数： 

 モノクロ  ９６，０００枚／年 

 カラー    ３，６００枚／年 

解像度：６００dpi 以上    現像方式：静電転写方式（レーザ方式） 

連続複写速度：Ａ４が毎分３５枚以上    複写サイズ：Ａ３、Ａ４、Ｂ４、Ｂ５ 

給紙：４段以上の内蔵トレイを有し、各段５００枚以上の給紙が行えること 

両面コピー機能：自動原稿送り装置使用時を含め、自動両面複写機能を備

えること 

縮小拡大機能：２５～４００％    ソート機能：ソート機能を有すること 

セキュリティー：ハードディスクの消去及び蓄積データの暗号化による保護

が可能なこと（ハードディスクを有しない機種にあっては、同等の機能を有

すること） 

PC 端末用（約 12 台）のプリンタ等と

しても使用するため、情報課の指示

のもと必要な LAN 接続設定を行う。

PC 等の更新に伴う設定変更費用も

含む。 

契約終了後の撤去費用を含む。ま

た、搬入時に既設コピー機の撤去運

搬を行うことなど。 

PC 端末用（約 10 台）のプリンタ等と

しても使用するため、情報課の指示

のもと必要な LAN 接続設定を行う。

PC 等の更新に伴う設定変更費用も

含む。 

契約終了後の撤去費用を含む。 

最低月 1 回以上の定期訪問をし、消

耗品の補給と点検を実施することな

ど。 

 



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成27年度消耗品単価契約（物品購入：更紙B4）

2. 事業場所 交野市私部1-54-1（交野小学校）他14か所

3. 納期限 平成27年5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4月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５６５円／冊（消費税を含まない）

8.契約の相手方 大杉紙商事

9.契約金額 ￥５６０円／冊（消費税を含まない）

10.契約日 平成27年5月1日

11.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
日本住宅設備㈱ 四條畷市岡山東2-4-1 失格
㈲ティエムアイ 守口市南寺方南通3-14-17 700 円／冊
大杉紙商事 大東市大東町10-16 560 円／冊 落札
㈲高辻文具 四條畷市塚脇町6-14 辞退
㈱日興商会高槻支店 高槻市日向町6-24 辞退

サイズ    Ｂ４ 

契約単位   １０００枚入／冊 

最低発注単位 ２０冊 

購入予定数量 ５，５３２冊（１，０００枚／冊） 

項目 単位 数値 試験方法 

坪量 ｇ／㎡ ４８以上 ＪＩＳ－Ｐ８１２４ 

紙厚 μ ｍ ８３以上 ＪＩＳ－Ｐ８１１８ 

白色度 ％ ５０～５５程度 ＪＩＳ－Ｐ８１４８ 

平滑度 秒 ２８～４０程度 ＪＩＳ－Ｐ８１１９ 

古紙含有率 ％ ７０以上 公表値 

こわさ（縦） ｃ㎥／１００ ５４～８５程度 ＪＩＳ－Ｐ８１４３ 

 



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 資機材運搬用消防車の購入

2. 事業場所 交野市消防本部

3. 期　　　間 平成27年6月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年4月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，５１８，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 大阪マツダ販売㈱法人営業部

9.契約金額 ￥３，６９３，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年5月1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
大阪マツダ販売㈱法人営業部 東大阪市荒本1-2-5 3,420,000 円 落札
木内ポンプ㈱ 茨木市永代町4-105 辞退
交野自動車整備工場 交野市倉治3-27-8 辞退
日産大阪販売㈱交野店 交野市星田北1-29-3 5,200,000 円
㈱モリタテクノス西日本営業部 三田市テクノパーク32 辞退
近商㈱ 大阪市西区新町3-8-10 5,630,000 円

資機材運搬用消防車　４ＷＤ・オートマチック　１台
（１）車両
　　　①本体形状　リフト（リア）ゲート付自家用普通貨物車
　　　②総排気量　１，８００ｃｃ　ガソリン車
　　　③ミッション他　４速オートマチック　２ドア　４ＷＤ
　　　④乗車定員　２名以上
（２）取付け品及び付属品（純正部品として取付けを含む）
　　　散光式警光灯　１個
　　　電子サイレンアンプ　マイク付　１個
　　　モーターサイレン自動吹鳴装置（作動スイッチ含む）　１式
　　　消防署マーク　１個
　　　自動車用粉末消火器（４型）ボックス付　１個
　　　バックモニター　１式　すぼら充電器　１式
　　　など



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 公用車の購入

2. 事業場所 交野市私部1-1-1

3. 納期限 平成27年6月5日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年4月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，９９５，７００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 カミタケ倉治株式会社

9.契約金額 ￥３，６４３，５４０円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年5月1日

11.参加業者等

指　名　業　者　名 住所 適　　用
交野自動車整備工場 交野市倉治3-27-8 辞退
春日オート株式会社 交野市星田北5-10-19 辞退
カミタケ倉治株式会社 大阪府交野市倉治6-3-29 3,373,649 円 落札
三光ホンダ販売株式会社
HondaCars交野営業所

交野市倉治3-24-13 欠席

日産大阪販売株式会社 交野市星田北1-29-3 辞退

購入車両　２種計３台
１．軽貨物５ドアバン  ２台
　　　①車種　　　　　 　ワンボックスタイプ・ハイルーフ
　　　②乗車定員　　 　４人
　　　③燃料　　　　　　 無鉛レギュラーガソリン
２．６人乗りバン　　　　１台
　　　①車種　　　　　　 バン
　　　②車種の詳細　　標準ルーフ、全長４，６９０ｍｍ以上、全幅１，６９０ｍｍ
以上
　　　③乗車定員　　　 ６人
　　　④総排気量　　　 ２Ｌ以下
　　　⑤燃料　　　　　　 無鉛レギュラーガソリン

入札金額（消費税を除く）


