
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立倉治小学校校舎防災機能強化対策工事

2. 工事場所 交野市倉治１－１５－１

3. 工　　　期 平成28年7月21日～平成28年8月24日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年4月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥58,978,800円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥46,410,000円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 北口建設工業株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥50,122,800円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年5月2日

12.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 51,500,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 54,000,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 49,800,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 辞退

丸信住宅株式会社交野支店 交野市星田北6-11-1 49,850,000 円

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 辞退

北口建設工業株式会社交野営
業所

交野市大字星田5316-42 46,410,000 円 落札

安積建設株式会社交野営業所 交野市星田西4-11-4 54,000,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5‐47‐12 54,000,000 円

建築工事・・・一式
　　（直接仮設、外壁改修、建具改修、内装改修、塗装改修、解体工事）
電気設備工事・・・一式
　　(電灯コンセント設備新設・撤去、情報表示及びLAN設備新設・撤去）
機械設備工事・・・一式
　　（換気設備、空調設備、ガス設備）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立第四中学校屋内運動場防災機能強化対策工事

2. 工事場所 交野市天野が原町５－６５－１

3. 工　　　期 平成28年7月21日～平成28年8月24日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年4月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥39,031,200円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥30,710,000円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社上田建築工務店

10.契約金額 ￥33,166,800 円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年5月2日

12.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 30,710,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 30,710,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 30,710,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 30,710,000 円

丸信住宅株式会社交野支店 交野市星田北6-11-1 30,710,000 円

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 30,710,000 円

北口建設工業株式会社交野営業所 交野市大字星田5316-42 他案件落札

安積建設株式会社交野営業所 交野市星田西4-11-4 30,710,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5‐47‐12 30,710,000 円
落札
（くじ）

建築工事・・・一式
　（直接仮設、外壁改修、建具改修、内装改修、塗装改修、解体工事）
電気設備工事・・・一式
　(電灯コンセント設備新設・撤去、自動火災報知設備新設・撤去）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 旧交野市立私市ふれあい館解体工事

2. 工事場所 交野市私市２－２４－１

3. 工　　　期 平成28年5月3日～平成28年6月10日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２４０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，３３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社西工務店

10.契約金額 ￥２，５１６，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年5月2日

12.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 2,330,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 2,330,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 2,330,000 円
落札
（くじ）

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 2,330,000 円

北口建設工業株式会社交野営業所 交野市大字星田5316-42 辞退

建物の解体工事、敷地内にある附帯構造物を撤去処分、更地にするもの。
○対象施設
　鉄骨２階建て　床面積163.91㎡
○工事内容
　仮設工事
　解体工事
　その他工事



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の賃貸借

2. 工事場所 交野市内

3. 工　　　期 平成28年7月1日～平成33年6月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，２４８，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 フクダ電子近畿販売株式会社

9.契約金額 ￥４，３０４，０１６円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年5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

日本光電関西株式会社北大阪支社 大阪府吹田市江の木町20-27 6,480,000 円

リコーリース株式会社関西支社 大阪市北区堂島浜2-2-28 辞退

フクダ電子近畿販売株式会社 吹田市江坂町1-12-28　大昇ビル3階 3,985,200 円 落札

NTTファイナンス株式会社関西支店 大阪府大阪市中央区平野町2-3-7 4,536,000 円

東京センチュリーリース株式会社大
阪営業第一部

大阪府大阪市中央区本町3-5-7 辞退

国際警備保障株式会社 大阪府大阪市北区東天満1-5-12 4,795,200 円

■納入数
　　①ＡＥＤセット　　２８式
　　②ＡＥＤ壁掛けボックス　　１９式
■納入場所
　　交野市内２８か所
■借用期間
　　平成28年7月1日～平成33年6月30日(60か月）＜納入期限　平成28年6月30日＞
■保守
　・常時リモート監視システムによりAEDの状態管理すること。
　・ＡＥＤ本体・付属品等に異常を検知した場合は、メール等により通知する機能を有
すること。
　・通常保管管理状態での故障・破損などに対しては、迅速なメンテナンスを行うこ
と。
　・動産総合保険に加入し、盗難などにも対応できること。



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成28年度複合機賃貸借

2. 工事場所 交野市私部１－１－１　他

3. 工　　　期 平成28年6月1日～平成33年5月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，８９０，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 富士ゼロックス大阪㈱公共営業部

9.契約金額 ￥９５１，０００円（消費税を含まない）　

契約単価は機種１：(ﾓﾉｸﾛ）\1.25
　　　　　　　 機種２：（ﾓﾉｸﾛ）\10.00
　　　　　　　　　　　　 （ｶﾗｰ） \30.00

10.契約日 平成28年5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

株式会社加地 交野市星田北6-2-14

リコージャパン株式会社関西事業本部
大阪支社大阪東営業部

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

交野市星田北6-2-12 落札

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

大阪市西区本町2-3-10

東芝テック株式会社関西支社 交野市南星台2-1-2 995,280円

■契約内容「デジタル複合機の賃貸借」
　①総務課　モノクロ複写機　４台
　②土木建設課　カラー複合機　１台
■予定印刷枚数
　①総務課６３６，０００枚／年（４台合計）
　②土木建設課　モノクロ１２，０００枚／年
　　　　　　　　　　　　カラー　１，２００枚／年
■保守体制
　①月１回以上の定期訪問
　②開庁時に通報した修理等は可能な限り速やかに対応
■契約方法　長期継続契約

2,166,000円

辞退

951,000円

1,123,200円



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成28年度交野市大気環境調査委託

2. 工事場所 市立倉治小学校他３か所

3. 工　　　期 平成28年5月2日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，２２５，２００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 ￥５，１８４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年5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

株式会社エヌ・イーサポート大阪支店 大阪市西淀川区姫島5-4-10 7,560,000 円

株式会社環境総合テクノス 大阪府大阪市中央区安土町1-3-5 4,800,000 円 落札

帝人エコ・サイエンス株式会社関西
事業所

大阪府茨木市南目垣1-4-1 6,950,000 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 11,600,000 円

エヌエス環境株式会社西日本支社 吹田市垂水町2-36-27 5,200,000 円

一般財団法人　日本気象協会関西
支社

大阪市中央区南船場2-3-2 辞退

■測定地点　４地点（倉治小・いきいきランド・東倉治3丁目・私部西3丁目）
■測定回数　年4回（6・9・12・2月）
■測定項目　大気質＝窒素酸化物（NO・NO2・NＯx）浮遊粒子状物質、ベンゼン、
                               1,3-ブタジエン、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド
気　象＝風向、風速、気温、湿度
■測定方法　移動測定者又は測定用小屋（コンテナ）等を用い、4地点同時。



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成28年度交野市ダイオキシン類調査委託

2. 工事場所 交野市役所庁舎屋上（大気）・交野市内（土壌）

3. 工　　　期 平成28年5月2日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９６１，２００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28年5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

株式会社環境総合テクノス 大阪府大阪市中央区安土町1-3-5 590,000 円 落札

帝人エコ・サイエンス株式会社関西
事業所

大阪府茨木市南目垣1-4-1 1,080,000 円

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 辞退

株式会社タツタ環境分析センター 東大阪市岩田町2-3-1 600,000 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

■委託業務内容
　①一般環境中の大気試料・土壌試料の採取
　②ダイオキシン類の分析
　　　 ダイオキシン類（PCDD・PCDF・コプラナーPCB）
■調査時期及び回数
　大気：年４回（６月、９月、１２月、２月予定）
　　　　　　　各回のサンプリング期間は１週間、第１週から第２週にかけて実施
　土壌：平成２８年１０月頃　１回
■調査地点
 　大気：交野市役所庁舎屋上の１地点
 　土壌：市が指定する２地点で２検体（１地点で５箇所混合方式）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 Ｂ４更紙の購入

2. 工事場所 交野市私部１－５４－１（交野小学校）他14か所

3. 工　　　期 平成28年5月2日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６６５円（消費税を含む）

8.契約の相手方 大杉紙商事

9.契約金額 ￥５７０円（消費税を含まない）

10.契約日 平成28年5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

日本住宅設備株式会社 四条畷市岡山東2-4-1 660 円

有限会社ティエムアイ 守口市南寺方南通3-14-17 辞退

大杉紙商事 大東市大東町10-16 570 円 落札

有限会社高辻文具 四条畷市塚脇町6-14 辞退

株式会社加地 交野市倉治5-1-38 辞退

株式会社アートセンターハヤカワ 枚方市南楠葉並木2-28-18 849 円

品質について下記の品質条件を満たすこと。
【サ　イ　ズ】　Ｂ４
【契約単位】　1,000枚入/冊
【最低発注単位】　20冊
・坪量　48g/㎡以上
・紙厚　83μ m以上
・白色度　50～55％程度
・平滑度　28～40秒程度
・古紙含有率　70％以上
・こわさ（縦）　54～85cm3/100
・購入予定数量　5,794冊(1,000枚/冊)



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 Ａ４コピー用紙の購入

2. 工事場所 交野市私部１－１－１　他

3. 工　　　期 平成28年5月2日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，４７３円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本住宅設備㈱

9.契約金額 ￥１，２９５円（消費税を含まない）

10.契約日 平成28年5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

株式会社加地 交野市倉治5-1-38 1,360 円

日本住宅設備株式会社 四条畷市岡山東2-4-1 1,295 円 落札

有限会社高辻文具 四条畷市塚脇町6-14 辞退

株式会社アートセンターハヤカワ 枚方市南楠葉並木2-28-18 1,449 円

大杉紙商事 大東市大東町10-16 1,480 円

有限会社ティエムアイ 守口市南寺方南通3-14-17 辞退

１．対象用紙　Ａ４コピー用紙（再生紙）
２．品質条件
　（１）坪量　66g/㎡以上
　（２）紙厚　91μ m以上
　（３）白色度　70%程度
　（４）平滑度　表25秒以上　裏20秒以上
　（５）総合評価値　80点以上
　（６）その他　①複写機・印刷機・ＦＡＸ対応
　　　②両面印刷対応
　　　③印刷時にしわがよりにくい
３．発注単価　１箱（2500枚入り）
４．契約者の決定方法
　　　単価に発注見込数を乗じて得た額で争う。
　　　発注見込は、1,205箱（3,012,500枚/11か月）
　　　※3,288,000枚/年で算出



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 塵芥車（公用車）の購入

2. 工事場所 交野市私部西３－３－１　交野市環境事業所

3. 工　　　期 平成28年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１８，４０３，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社モリタエコノス

9.契約金額 ￥１２，８５２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年5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

極東開発工業株式会社関西支店 西宮市甲子園口6-1-45 12,603,000 円

新明和工業株式会社流体事業部営
業本部関西支店

大阪市淀川区宮原3-3-31　 14,529,564 円

株式会社モリタエコノス 八尾市神武町1-48 11,900,000 円 落札

日産大阪販売株式会社交野店 交野市星田北1-29-3 欠席

株式会社関西マツダ 大阪市浪速区桜川1-3-25 辞退

大阪マツダ販売株式会社法人営業
部

東大阪市荒本1-2-5 辞退

いすゞ自動車近畿株式会社守口支
店

守口市八雲東町1-21-10 13,400,000 円

２トン級回転式塵芥車　２台
・シャーシ　２ｔ級クラス
・車種　　ハイキャブ　高床　標準ボディー
・１１０kW（150PS）以上
・MT
・軽油
・定員３名
・その他　シャーシ及び架装の装備、改造
・付属品



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名 公用車の購入

2. 場　　　所 交野市私部１－１－１

3. 期間・期限 平成28年6月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，９９３，７００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 春日オート㈱

9.契約金額 ￥１，７３７，７９６円（消費税を含む）　　　　　

10.契約日 平成28年5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

交野自動車整備工場 交野市倉治3-27-8 1,750,000 円

カミタケ倉治株式会社 交野市倉治6-3-29 1,693,946 円

春日オート株式会社 交野市星田北5-10-19 1,609,234 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 辞退

日産大阪販売株式会社 交野市星田北1-29-3 辞退

イワフネ自動車株式会社 交野市私市7-11-4 1,726,250 円

台数：２台
車種：軽貨物５ドアバン
車体形状：ワンボックスタイプ・ハイルーフ
乗車定員：４人
車体色：白色
駆動形式：2WD
トランスミッション：AT
総排気量：0.65L
燃料：無鉛レギュラーガソリン
付属品：エアコン／パワーステアリング／フロントパワーウインドウ／エアバッグ／
キーレスエントリー／集中ドアロック／ＡＭＦＭラジオ／フロアマット／サイドバイザー
／ドライブレコーダー等


