
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校自家用電気工作物保安管理業務委託

2. 場　　　所 交野市私部1-54-1他13か所

3. 期　　　間 平成31年4月1日から平成34年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年2月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 　￥９，８６０，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 一般財団法人 関西電気保安協会枚方営業所

10.契約金額 　￥９，４４１，２３０円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

一般財団法人 関西電気保安協会枚方
営業所

枚方市三矢町4-17 8,741,880 円 落札

市内各小・中学校に設置された自家用電気工作物（引込設備、受電設
備、受・配電盤等）の保安管理業務一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成31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31年4月1日から平成32年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年2月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１０，６１６，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 環境計測株式会社

10.契約金額 ￥１０，４６０，８８０円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 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 9,990,000 円

環境計測株式会社 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84 9,686,000 円 落札

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

■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、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、高圧ガス発生器、浮遊粒子状物質測定装置、風向
風速測定装置、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
　 通常点検、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三版」及び各機器
    取扱説明書に準じること。

入札金額（消費税を除く）



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 交野市役所（交野市私部1-1-1）

3. 期　　　間 平成31年4月1日から平成32年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年2月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥５，４００円／枠（消費税を含む）

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 ￥５，４００円／枠（消費税を含む）

11.契約日 平成31年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社宣成社 大阪市中央区北浜1-5-8 辞退

株式会社ホープ 大阪営業所 大阪市中央区伏見町4-4-9-3F 5,400 円 落札

ひと月ごとに交野市ホームページに掲載する広告（バナー広告）を市に代わり
募集する業務を行う。

　広告の規格：縦６０ピクセル、横１５０ピクセルを1枠とするJPEG形式もしくは
                    GIF形式の画像。
　　　　　　　　　アニメーション表示や動画表示はしない。

入札金額（消費税を含む）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成31･32年度交野市役所文書配送等業務委託

2. 場　　　所 交野市役所ほか市内全域

3. 期　　　間 平成31年4月1日～平成33年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年2月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１０，０９８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社ダイコク

10.契約金額 　￥９，３０４，４１６円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ダイコク 交野市星田北5-12-35 8,615,200 円 落札

（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市の指示する方法及び時間により
　　　毎日１回巡回し、文書等の収集・配達を行う。
　　　※配送ルートについては業務開始までに調整を行う。
（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、
　　　指定の課等に分類し、さらに料金別に分け、差出票に記入の上、
　　　午後５時までにまとめて郵便局に届ける。（１日約２，５００通）
（４）その他業務
　　　ゆうゆうセンターの文書収集時に、施設に設置されている市民
　　　サービスコーナーの手数料を回収し、本庁に戻った際、市民課
　　　に引き渡す。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立旭小学校特別教室室外機移設工事

2. 場　　　所 交野市星田4-18-1

3. 期　　　間 平成31年3月4日～平成31年3月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年2月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，２６８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，７４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 若林設備工業株式会社  交野支店

10.契約金額 ￥１，８７９，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 2,100,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 2,000,000 円

株式会社北村商店 交野市私部5-2-38 2,000,000 円

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 2,000,000 円

若林設備工業株式会社  交野支店 交野市倉治3-24-8 1,740,000 円 落札

・空調設備工（排気ドレン工・冷媒配管工・渡り配線工・コンクリート基礎工・室
外機移設）
・ガス工事（配管工・塗装工）
・電気工事（配管工・塗装工）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校窓ガラス清掃業務委託

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31年3月1日から平成31年3月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年2月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，８３６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社エーティーエヌ 交野営業所

10.契約金額 ￥１，２８３，０４０円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社大和 枚方市長尾谷町3-11-1 2,580,000 円

株式会社大庫ビルサービス 枚方市楠葉美咲3-13-16 1,500,000 円

大建管理株式会社 枚方市出口3-1-20 6,508,000 円

株式会社エーティーエヌ 交野営業所 交野市南星台2-1-3 1,188,000 円 落札

株式会社サンメンテナンス 大阪市中央区和泉町1-1-14 欠席

業務内容：ガラス清掃

　場所：小学校１０校、中学校４校
　内容：２階・３階・４階の教室・廊下・トイレ・階段踊り場等すべての窓
　　　（内外両面）。但し、教室と廊下の間の窓ガラス、FIX窓（はめ殺し窓）
　　　　の外側、屋内運動場等の校舎以外の建物の窓ガラスについては業務
　　　　対象外。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成31年度窒素酸化物濃度簡易調査業務委託

2. 場　　　所 交野市私部1-1-1他13か所

3. 期　　　間 平成31年4月1日から平成32年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年2月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 　￥９５２，５６０円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社環境総合テクノス

10.契約金額 　￥７４５，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 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1-3-5 690,000 円 落札

帝人エコ・サイエンス株式会社 関西事業
所

茨木市南目垣1-4-1 790,000 円

大阪環境保全株式会社 大阪市住吉区我孫子東2-6-17 850,000 円

エヌエス環境株式会社 西日本支社 吹田市垂水町2-36-27 770,000 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5-4-10 980,000 円

調査項目
　一酸化窒素・二酸化窒素・窒素酸化物
調査方法
　ＰＴＩＯ法
調査時期
　毎月１回実施。１回あたりの暴露時間は１週間とする。
業務分担
　     市     ：サンプラーの設置及び回収に関すること。
　委託業者：市の業務以外（サンプラーの提供及び分析、シェルターの提供）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成31年度第二京阪道路騒音調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成31年4月1日から平成32年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年2月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７３８，７２０円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 有限会社日本交通流動リサーチ大阪支社

10.契約金額 ￥５０４，７９２円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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4-6-29 700,000 円

株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 640,000 円

ディービー環境調整株式会社 大阪市淀川区西宮原1-6-60 482,000 円

株式会社オーティーオー技術研究所 大阪市北区天満1-5-2 620,000 円

有限会社日本交通流動リサーチ大阪支
社

大阪市平野区西脇2-6-12　平野エアクリア
ロイヤルハイツ202号室 467,400 円 落札

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

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）



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31年4月1日から平成31年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年2月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９．４４円／㎏（消費税を含まない）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社西本

10.契約金額 ￥１０．２０円／㎏（消費税を含まない）

11.契約日 平成31年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 3.00 円

マツダ株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町17-8 欠席

株式会社西本 枚方市出屋敷西町1-25-15 10.20 円 落札

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３１年度上期見込み量 　１６８，０００㎏
平成３０年度上期実績量　　 １６６，４７０㎏
平成２９年度上期実績量　 　１９６，３８８㎏
平成２８年度上期実績量　 　２１０，４１０㎏

入札金額（消費税を除く）



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 交野市私部1-1-1

3. 期　　　間 平成31年4月1日から平成32年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年2月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，４９４，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 京都京阪バス株式会社

10.契約金額 ￥１，９７５，７３１円（消費税を含む）

基本管理料　　：1,740,000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。

11.契約日 平成31年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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

京都京阪バス株式会社 京都府八幡市上奈良宮ノ東2-５ 1,829,381 円 落札

株式会社まほろば 奈良県天理市二階堂上之庄町239 辞退

株式会社スマイル 豊中市庄内西町5-1-24 欠席

エムオーティ株式会社 大阪市東住吉区矢田町2-16-15 辞退

業務の内容
（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交野市に報告を行う。
　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

入札金額（消費税を除く）


