
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立青年の家清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年4月1日～平成32年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年2月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２６，３０８，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社大庫ビルサービス

9.契約金額 ￥１２，９６０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年3月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社大庫ビルサービス 大阪府枚方市楠葉美咲3-13-16 12,000,000 円 落札

株式会社サービスルーター
大阪府枚方市田口山1-35-11-
105

17,000,000 円

近畿ビルテクノ株式会社 大阪狭山市池之原3-1017-2 15,840,000 円

毎美エンジニアリング株式
会社

大阪市福島区海老江5-4-8 25,300,000 円

株式会社アカツキ
大阪府堺市東区日置荘西町3-
5-2

28,800,000 円

伸和サービス株式会社 大阪市北区天満橋7-7-5 25,600,000 円

ダイセイ美建株式会社
大阪府大阪市天王寺区悲田院
町8-11

辞退

あいあいメンテナンス株式会
社

東大阪市大平寺1-6-13 22,129,950 円

■業務内容
・日常清掃業務
　平日において日々行う清掃とする。また、巡回清掃とは日常清掃
後に実施する補足的な清掃業務とする。
　日常清掃：床清掃、ごみ収集、フロアマット除塵等
　巡回清掃：衛生消耗品の補充等
・定期清掃業務
　指定した周期で定期的に行う清掃とする。
　床の定期清掃、シャワールーム清掃、窓ガラス清掃等
■業務時間
　巡回清掃以外：午前8時00分～午前11時30分
　　 巡回清掃　 ：午後1時00分～午後4時30分

交野市私部2丁目29番1号、3号、5号

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 広報紙の有料広告掲載

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年2月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１５，０００円/１枠（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社ホープ 大阪営業所

9.契約金額 ￥１９，５４８円/１枠（消費税を含む）

10.契約日 平成29年3月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ホープ大阪営業所
大阪府大阪市中央区伏見町4-
4-9-3階

19,548 円 落札

株式会社宣成社 大阪市中央区北浜1-5-8 18,900 円

平成２９年６月１日号から平成３０年５月１日号までに広報紙へ掲
載する有料広告の広告主を市の代わりに募集し、掲載する広告の
データを市へ提供するもの。
　掲載箇所　広報紙「広報かたの」
　枠サイズ　縦45.25mm　横84.50mm
　　　　　　　　（2枠を一体的に使用することも可能）
　　　　　　　　カラーはグレースケールとする。
　枠数　　　　一月あたり最低４枠以上、最大１５枠

交野市私部１－１－１

入札金額（消費税を含む）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 ホームページの有料広告掲載

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年2月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥６，０００円/１枠（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社ホープ 大阪営業所

9.契約金額 ￥８，７４８円/１枠（消費税を含む）

10.契約日 平成29年3月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ホープ大阪営業所
大阪府大阪市中央区伏見町4-
4-9-3階

8,748 円 落札

株式会社宣成社 大阪市中央区北浜1-5-8 8,100 円

平成２９年５月１日から平成３０年４月３０日までの間、一月ごとに
本市ホームページに掲載する広告を市の代わりに募集し、掲載す
る広告のデータを市へ提供するもの。
　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
　　　　　　　　（アニメーションＧＩＦは表示しない）

入札金額（消費税を含む）

交野市私部１－１－１



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 広報紙作成機器賃借

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年5月1日～平成34年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，５５５，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 NECキャピタルソリューション株式会社

9.契約金額 ￥５，３０７，８７６円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

富士通リース株式会社関西
支店

大阪市中央区城見2-2-53 6,283,500 円

株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 7,026,900 円

NTTファイナンス株式会社関
西支店

大阪市中央区平野町2-3-7 辞退

NECキャピタルソリューショ
ン株式会社

大阪市中央区城見1-4-24 4,914,700 円 落札

IBJL東芝リース株式会社 東京都港区虎ノ門1-2-6 辞退

日通商事株式会社大阪支
店

大阪市北区梅田3-2-103 辞退

（１）ハードウェア
・クライアント端末（２台）
・モノクロプリンタ（１台）
・ネットワークスキャナ（１台）
・大容量ファイル保存装置（２台）
・外部バックアップ装置（１台）
・スイッチングＨＵＢ（２台）
・サーバ（１台）
・無停電電源装置（１台）
（２）ソフトウェア
・ＤＴＰ・画像・イラスト編集ソフト（２式）
・フォント（２式）
・オフィスソフト（２式）

交野市私部1-1-1

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 有価物（古紙）の売却

2. 場　　　所 交野市私部西３－３－１（環境事業所）

3. 期　　　間 平成29年4月1日～平成29年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９．３３円（消費税を含まない）

8.契約の相手方 株式会社西本

9.契約金額 ￥１３．６０円（消費税を含まない）　　　　　

10.契約日 平成29年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 5.00 円

株式会社西本 枚方市出屋敷西町1-25-15 13.60 円 落札（くじ）

株式会社サンエー 寝屋川市宇谷町11-1 欠席

マツダ株式会社 神戸市東灘区住吉浜町17-8 13.60 円

株式会社スリーエフコーポレーショ
ン

寝屋川市太秦桜が丘34-15 辞退

有価物（古紙）を売却する。
古紙：新聞紙、雑誌、ダンボール、茶色系紙、筒状厚紙、伝票シール、折
込チラシ類、シュレッダー処理後の紙、コピー用紙、厚紙、その他紙類、
ポリ袋、ビニール紐、禁忌品・金具等不純物混合混載状態

平成２９年度上期見込み量　２１２，２４９kg
平成２８年度上期実績量　 　２１０，４１０㎏
平成２７年度上期実績量　 　１８８，０８０㎏
平成２６年度上期実績量 　　１７６，８６０㎏

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田コミュニティセンター機械警備業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年4月1日～平成32年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，７０６，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 セコム株式会社大阪本部

9.契約金額 ￥８９４，２４０円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

セコム株式会社大阪本部 大阪市城東区森之宮1-6-111 828,000 円 落札

株式会社大軌 東大阪市箱殿町5-8 16,560,000 円

東洋テック株式会社大阪東
支社

門真市末広町17-14 欠席

株式会社大庫ビルサービス 枚方市楠葉美咲3-13-16 1,980,000 円

アムス・セキュリティサービ
ス株式会社

大阪市淀川区野里1-1-7 欠席

警備内容：・火災、盗難及び不法行為の排除のほか、損壊行為の
　　　　　　　拡大防止
　　　　　 　・自己確認時における関係先への通報、連絡及び報告
　　　　 　　・警備実施事項の報告
実施方法：機械警備
　　　　　　（施設に設置した警備業務用機械装置が感知した信号
　　　　　　　を監視センターへ送信し、その受信により警備員が当
　　　　　　　該施設へ急行し、警備業務にあたること）

入札金額（消費税を除く）

星田コミュニティセンター、星田ふれあい館
（交野市星田1丁目49番5号、11号）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 神宮寺1丁目地内汚水管布設工事

2. 場　　　所 交野市神宮寺1丁目地内

3. 期　　　間 平成29年3月1日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，４２８，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，８６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社ケイ・プランニング・コーポレーション

10.契約金額 ￥７，４０８，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年3月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 6,860,000 円

株式会社ケイ・プランニング・コー
ポレーション

交野市私市8-16-52 6,860,000 円 落札（くじ）

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 辞退

有限会社古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 8,560,000 円

豊成建設工業株式会社交野営業
所

交野市向井田1-26-9 6,860,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 辞退

管きょ工（開削）φ200mm　　　　　ℓ＝62.62m
組立マンホール工　　　　　　　　　３箇所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成29年度大気環境測定機器保守点検業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，８７７，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 環境計測株式会社

9.契約金額 ￥７，９７０，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社デイケイケイサー
ビス関西

門真市宮前町1-6 7,910,000 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 8,000,000 円

環境計測株式会社
京都市伏見区竹田北三ツ杭町
84

7,380,000 円 落札

株式会社静環検査センター
大阪支店

大阪市淀川区西中島3-8-2新大
阪ＫＧビル２Ｆ

7,800,000 円

安井器械株式会社 大阪市都島区中野町2-2-13 8,120,000 円

■対象機器
１）中央局（市役所）
　　窒素酸化物測定装置、浮遊粒子状物質測定装置、二酸化硫黄
測定装置､オ
　　キシダント測定装置、通信機器
２）青山局及び天野が原局
　　窒素酸化物測定装置、浮遊粒子状物質測定装置、気象観測装
置、騒音測定
　　装置、通信機器、微小粒子状物質測定装置(天野が原局のみ)
◆点検内容
１)中央局
　　定期点検（１ヶ月点検、３ヶ月点検､６ヶ月点検、１２ヶ月点検）
２）青山局及び天野が原局
　 日常点検（週１点検）、定期点検（１ヶ月点検、３ヶ月点　　検､６ヶ
月点検、１２ヶ月点検）
　　点検項目は、「環境大気常時監視実務推進マニュアル第３版」
及び各機器取扱い説明書に準じること

入札金額（消費税を除く）

環境監視施設（中央局）：交野市役所別館１階ＯＡ室
環境監視施設（青山局）：交野市青山２－２６３１－３他１筆
環境監視施設（天野が原局）：交野市天野が原町２－６５２－８他２筆



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成29年度第二京阪道路騒音調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９５０，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ディービー環境調整株式会社

9.契約金額 ￥５０９，７６０円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

ディービー環境調整株式会
社

大阪市淀川区西宮原1-6-60 472,000 円 落札

株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 640,000 円

株式会社CTIウイング 大阪市中央区道修町1-6-7 650,000 円

株式会社アクト音響振動調
査事務所

大阪市淀川区西中島4-6-29 560,000 円

株式会社総合環境計画大
阪支社

大阪市西区立売堀1-3-13 557,000 円

調査日
　年２回（春季及び秋季）各２４時間測定
調査項目
　騒音・交通量・平均走行速度
　「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。

入札金額（消費税を除く）

交野市青山2-2631-3他1筆及び、交野市天野が原町2-652-8他2筆



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市役所本館、別館及び第2別館受付案内業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年4月1日～平成32年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，８０２，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社サンメンテナンス

9.契約金額 ￥５，９４８，６４０円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

近畿ビルテクノ株式会社 大阪狭山市池之原3-1017-2 6,966,000 円

株式会社サンメンテナンス 大阪市中央区常磐町2-2-5 5,508,000 円 落札

鳳産業株式会社 高槻市八幡町2-43 6,408,000 円

テルウェル西日本株式会社
大阪市中央区森之宮中央1-7-
12

5,975,925 円

近畿ビルサービス株式会社
大阪営業所

大阪市中央区島町1-1-3近畿ビ
ル7階

7,560,000 円

株式会社共立メンテナンス
関西支店

大阪市中央区北浜4-7-28　住友
ビル2号館7階

6,840,000 円

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受付ボックス付近設置の掲示板・配架棚等へのポスター・チラシ
類の掲示、配架
⑤行政情報モニター等の操作
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（受け取ったお金は秘書・政
策企画課（本庁2階）に引き渡す）

交野市役所本館受付（交野市私部１－１－１）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成29・30年度交野市役所文書配送等業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年4月1日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，６７２，４００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 ￥７，０６２，３３６円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

日本通運株式会社大阪東支店 守口市八雲中町2-10-3 辞退

株式会社ダイコク 交野市星田北5-12-35 6,539,200 円 落札

日本郵便株式会社交野郵便局 交野市私部3-2-25 欠席

セイノースーパーエクスプレス
株式会社大阪引越センター

門真市四宮2-11-50 7,175,000 円

佐川急便株式会社関西支店 大阪市此花区島屋4-4-51 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）

交野市役所本館その他市内全域



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 コピー用紙購入（Ａ４）

2. 場　　　所 交野市私部１－１－１他

3. 期　　　間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，５７６円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本住宅設備株式会社

9.契約金額 ￥１，３５０円（消費税を含まない）　　　　　

10.契約日 平成29年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

有限会社今西教育図書 寝屋川市清水町26-10 辞退

株式会社加地 交野市倉治5-1-38 1,400 円

大杉紙商事 大東市大東町10-16 1,380 円

日本住宅設備株式会社 四條畷市岡山東2-4-1 1,350 円 落札

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 1,550 円

入札金額（消費税を除く）

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　91μm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、平滑度が高く紙詰まりしにくいもの
　　　　　　　　　③印刷時にしわがよりにくいもの
３．契約単価　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総額にて決定する。
　　　発注見込は、1,400箱、3,500,000枚/年（291,000枚/月）
　　　※契約は単価で締結する。



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市マイクロバス運行管理業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年4月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，０８４，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 京都京阪バス株式会社

9.契約金額 ￥１，５８２，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社ウイング京田辺営
業所

京田辺市普賢寺中島3-34 欠席

日本道路興運株式会社大
阪支店

大阪市中央区上町A-12 辞退

株式会社スマイル 豊中市庄内西町5-1-24 辞退

北港観光バス株式会社 大阪市旭区赤川1-11-8 辞退

京都京阪バス株式会社 京都府八幡市上奈良宮ノ東2-5 1,465,000 円 落札

入札金額（消費税を除く）

交野市私部１－１－１

（１）運転業務
　運行計画に基づき、管理車両を運行する。
　また、履行に伴う事故に対する処理手続きを行う。
（２）車両管理業務
　①日常点検及び清掃
　　管理車両の運行前及び入庫後に車両の点検及び清掃を行う。
また、運行前日にエンジンの始動を行い、異常があれば速やかに
総務課に報告を行う。
　②燃料の補給
　　適時管理車両の燃料を補給する。
　③故障の報告
　　管理車両に故障が発生した場合、速やかに総務課に報告を行
う。
　④車検の実施
　　受注者の負担により車検を行い、実施後は、車検内容を証する
書面を交野市に提出する。
　⑤任意保険への加入

（内訳）
基本管理料　　　：1,398,252円
基本管理時間外：2,828円／時間
基本運行時間外：2,263円／時間
重複時間　　　　 ：2,828円／時間
※上記すべて消費税抜きの金額。


