
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立第四中学校プール内塗装改修工事

2. 場　　　所 交野市天野が原町5-65-1

3. 期　　　間 平成29年5月2日～平成29年6月5日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，４８８，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，５４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社コジョウテックス

10.契約金額 ￥７，０６３，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年5月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社小林塗装店 堺市東区八下町1-82 6,540,000 円

鉄電塗装株式会社 大阪市都島区都島中通 2-1-15 6,540,000 円

株式会社コジョウテックス 大阪市鶴見区茨田大宮2-2-39 6,540,000 円 落札（くじ）

中外商工株式会社 大阪市西区靭本町1-9ｰ15 6,540,000 円

松美化建工業株式会社 茨木市太田3-22-14 6,540,000 円

株式会社ハマキャスト 大阪市北区西天満4-14-3 6,540,000 円

入札金額（消費税を除く）

・プール内面（水槽内）：素地調整、プライマー、中塗り、上塗り、コースラインの塗装
・オーバーフロー部分（ノンスリップ仕上げ）：素地調整、プライマー、ノンスリップ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中塗り、上塗り
・プール取り合い部分：シーリング
・スタート台、タラップ、コースロープフック等：塗装



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校（6校）トイレ簡易改修工事設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年5月2日～平成29年7月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２０７，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 翔夢建築設計事務所

9.契約金額 ￥２，５９２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年5月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社トリ設備計画 大阪市中央区南船場2-7-14 5,800,000 円

株式会社日本設備綜合研
究所

大阪市北区西天満5-1-9 辞退

翔夢建築設計事務所
交野市私部2-11-30　プライム
コート201

2,400,000 円 落札

一級建築士事務所クリエイト
クモカワ

交野市私部3-11-7 2,500,000 円

一級建築士事務所藤井設
計事務所

交野市私部6-35-4 2,800,000 円

トイレ洋式化、老朽化パーティション改修等工事設計一式

交野市郡津1-43-1　他5箇所

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 Ｂ４更紙の購入

2. 場　　　所 交野市私部1-54-1（交野小学校）　他13箇所

3. 期　　　間 平成29年5月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６７７円（消費税を含む）

8.契約の相手方 大杉紙商事

9.契約金額 ￥５８０円（消費税を含まない）　　　　　

10.契約日 平成29年5月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社日興商会 高槻支店 高槻市日向町6-24 605 円

株式会社加地 交野市倉治5-1-38 辞退

大杉紙商事 大東市大東町10-16 580 円 落札

日本住宅設備株式会社 四條畷市岡山東2-4-1 630 円

有限会社ティエムアイ 守口市南寺方南通3-14-17 欠席

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　83μm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）　54～85㎤/100
・購入予定数量　5,872冊(1,000枚/冊)

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成29年度交野市ダイオキシン類調査委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年5月2日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９７２，０００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 ￥５９４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29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1-3-5 550,000 円 落札

株式会社環境総合リサーチ 宇治市宇治小桜23 1,130,000 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 2,690,000 円

株式会社島津テクノリサー
チ

京都市中京区西ノ京下合町1 辞退

エヌエス環境株式会社
西日本支社

吹田市垂水町2-36-27 960,000 円

大気：交野市役所屋上
土壌；交野市内２地点

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. 名　　　称 平成29年度交野市大気環境調査委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年5月2日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，０２０，０００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29年5月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

帝人エコ・サイエンス株式会
社

茨木市南目垣1-4-1 6,950,000 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 4,800,000 円 落札

大阪環境保全株式会社 大阪市住吉区我孫子東2-6-17 7,200,000 円

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

株式会社環境総合リサーチ 宇治市宇治小桜23 11,600,000 円

交野市内４地点
（長宝寺小学校、星田西体育施設、東倉治３丁目、私部西３丁目）

調査項目
　大気質：窒素酸化物、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

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成29年度河川水質調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年5月2日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，６２０，０００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 ￥１，３７１，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年5月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

帝人エコ・サイエンス株式会社
関西事業所

茨木市南目垣1-4-1 1,270,000 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 1,280,000 円

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 辞退

一般財団法人　関西環境管理
技術センター

大阪市西区川口2-9-10 辞退

エスク三ツ川株式会社 大東市三箇4-18-18 辞退

入札金額（消費税を除く）

交野市私市９丁目（天野川）　他７箇所

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JISK0102「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　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター空調改修工事

2. 場　　　所 交野市私市9-4-8

3. 期　　　間 平成29年5月1日～平成29年6月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，２８７，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，４００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 荏原冷熱システム株式会社大阪支社

10.契約金額 ￥３，７８０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年5月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

荏原冷熱システム株式会社
大阪支社

大阪市西淀川区佃4-7ｰ3 3,500,000 円 落札

若林設備工業株式会社
交野支店

交野市倉治3-24-8 辞退

株式会社北村商店 交野市私部5-2-38 辞退

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 辞退

株式会社サーモビルダー 枚方市大峰南町2-15 辞退

管工事　一式
（分解準備、再生器整備、キャンドポンプ整備、本体点検整備、気密試
験、試運転準備等）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 有価物（鉄くず）の売却

2. 場　　　所 交野市寺1-271-1（寺作業所）

3. 期　　　間 平成29年5月1日～平成29年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１０．５０円（消費税を含まない）

8.契約の相手方 株式会社ＹＫ

9.契約金額 ￥１６．００円（消費税を含まない）　　　　　

10.契約日 平成29年5月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

有限会社田中企画 交野市星田北1-44-1 辞退

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

北井商店 寝屋川市小路北町28-19 6.75 円

北口建設工業株式会社 寝屋川市新家1-8-7 辞退

株式会社コスミック 枚方市春日西町2-1-7 欠席

株式会社YK 交野市青山2-2684 16.00 円 落札

大栄環境株式会社 和泉市テクノステージ2-3-28 13.50 円

買受者は改修した鉄くずの引渡重量を月単位で集計し、翌月5日までに
環境事業課に報告書を提出するものとする。

平成29年度推定売却量　月間約1,100kg

・積込み方法：買受者の運搬車両に寺作業所職員が重機を使用して積み
込む。
・計量方法：買受者所有のトラックスケールにより計量する。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 公用車の購入

2. 場　　　所 交野市私部1-1-1　交野市役所別館西駐車場

3. 納　　　期 平成29年7月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，１６８，８００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 ￥２，２０１，９８２円（消費税を含む）　　　　　

10.契約日 平成29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

株式会社関西マツダ 大阪市浪速区桜川1-3-25 辞退

大阪日野自動車株式会社 大阪市西淀川区千舟1-4-45 辞退

イワフネ自動車株式会社 交野市私市7-11-4 辞退

日産大阪販売株式会社交野店 交野市星田北1-29-3 欠席

カミタケ倉治株式会社 交野市倉治6-3-29 2,038,873 円 落札

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 欠席

春日オート株式会社 交野市星田北5-10-19 辞退

車種 　トラック（ダブルキャブ）
　　　　積載１．１５トン以上、荷台寸法１．８ｍ×１．５ｍ以上
乗車定員　６名
トランスミッション　 ＡＴ
燃料 　無鉛レギュラーガソリン
付属品　　フロアマット／サイドバイザー／フロントドアパワーウインドウ／
リアドアパワーウインドウ／集中ドアロック／キーレスエントリー／脱着式
回転灯（黄色）／エアバック／ＡＭ・ＦＭラジオ／エアコン／パワーステアリ
ング／ドライブレコーダー

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成29年度複合機等賃貸借

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年6月1日～平成34年5月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年4月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格

①６２６，４００円
②１，２２０，４００円
③９１８，０００円
④８５３，２００円
⑤１，２０９，６００円
⑥１，１５５，６００円

8.契約の相手方

9.契約金額

10.契約日 平成29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MA事業部　官公庁・文教営業部

大阪市中央区本町橋1-5 辞退

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
①、⑤、⑥

落札

ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ株式会社
大阪中央営業部　大阪中央営業所

大阪市中央区本町2-5-7 辞退

シャープビジネスソリューション株式会
社

大阪市平野区加美南3-8-25 欠席

東芝テック株式会社　関西支社 大阪市淀川区宮原4-1-6
②、③、④

落札

コニカミノルタジャパン株式会社
官公庁事業部　近畿官公庁営業部

大阪市西区西本町2-3-10 欠席

①162,000円
②173,160円
③147,960円
④159,000円
⑤203,100円
⑥156,000円

①180,000円
②136,500円
③129,600円
④127,000円
⑤276,000円
⑥170,400円

■予定印刷枚数等（年間）
①モノクロ：６０，０００枚
②モノクロ：３９，０００枚
③モノクロ：５，４００枚、カラー：５，４００枚
④モノクロ：１０，０００枚、カラー：３，０００枚
⑤モノクロ：６５，０００枚、カラー：４，５００枚
⑥モノクロ：２４，０００枚、カラー：４，８００枚
■保守体制
・月１回以上の定期点検
・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
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①、⑤、⑥：富士ゼロックス大阪株式会社 公共営業部
②、③、④：東芝テック株式会社 関西支社

①モノクロ：2.7円／枚
②モノクロ：3.5円／枚
③モノクロ：6.0円／枚、カラー：18.0円／枚
④モノクロ：5.5円／枚、カラー：24.0円／枚
⑤モノクロ：1.74円／枚、カラー：20.0円／枚
⑥モノクロ：2.5円／枚、カラー20.0円／枚

入札金額（消費税を除く）


