
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立私市児童会新築工事

2. 場　　　所 交野市私市9丁目5番10号

3. 期　　　間 令和2年2月3日から令和2年5月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年1月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥４３，２９６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３３，４３０，０００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 ￥３９，３８０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年2月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 39,000,000 円

株式会社　西工務店 交野市私部5-23-15 35,800,000 円
落札候補者

第1位

株式会社 上田建築工務店 交野市郡津5—47-12 38,940,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 39,360,000 円

丸信住宅株式会社交野支店 交野市星田北6-11-1 ― 辞退

0 0 0 円

0 0 0 円

0 0 0 円

0 0 0 円

１．建築工事
　　プレハブ構造平屋建て　延べ床面積＝１９８．７４㎡
２．建築設備工事
　　建築工事に伴う電気設備・衛生設備及び防災設備

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立総合体育施設情報管理システム賃貸借

2. 場　　　所 交野市向井田2-5-1

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年1月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥６９，４２１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 富士通リース株式会社 関西支店

10.契約金額 ￥５９，０６３，４００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年2月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 54,663,000 円

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 53,694,000 円 落札

納入期間：令和元年11月1日から令和元年12月31日
賃貸借期間：令和2年1月1日から令和6年12月31日

■更新内容
　・入退場管理機器（窓口発券機POS端末、入場カード発売機、入
退場ゲート、入金・精算機、入退場管理システムソフトウェア）
　・入退場システム用装置
　・会員管理サーバ及びソフトウェア
　・会員管理システム用端末
　・電子看板関係
　・周辺機器、ソフト
　・造作、付帯、撤去
　・その他（保守関係等）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市放課後児童会傷害及び賠償責任保険

2. 場　　　所 交野市内13児童会

3. 期　　　間 令和2年4月1日～令和3年4月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６２６，０００円

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ｻﾞ･ﾆｭｰ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ｱｼｭｱﾗﾝｽ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ大阪支店

10.契約金額 ￥５００，５５０円

11.契約日 令和2年2月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ユーライン 大阪市北区梅田1-3-1-1000 635,760 円

株式会社保険総合研究所 奈良市四条大路２－２－１２ ― 辞退

ＡＩG損害保険株式会社大阪コーポ
レートキャリアエージェント営業部

大阪市北区大深町3-1　グランフロント大
阪タワーB35階

― 欠席

ｻﾞ･ﾆｭｰ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ｱｼｭｱﾗﾝｽ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･
ﾘﾐﾃｯﾄﾞ大阪支店

大阪市中央区久太郎町1-6-27　ヨシカワ
ビル901

500,550 円 落札

山口総合保険株式会社 寝屋川市萱島本町6-5 ― 辞退

株式会社関西保険センター 寝屋川市香里新町19-5 ― 辞退

関西保険サポート株式会社 寝屋川市香里新町19-5-203 ― 欠席

株式会社ジャパン・インシュアランス・
エージェント大阪支店

大阪市中央区南船場3-2-22麻綱ビル9
階

― 欠席

保険種類：傷害補償及び賠償責任補償

対 象 者 ：児童883人（定員／H31.4時点）
　　　　　　医療ケアが必要な児童を含む。
　
対象施設： 児童会(13箇所）＋運動場（10校）＋郡津児童会分室広場
　　　　　　　合計74,780㎡

補償内容：（傷害保険）・通院治療　2千円／日（1日目から補償）
　　　　　　　　　　　・入院治療　3千円／日（1日目から補償）
　　　　　　　　　　　・死亡・後遺障害 5百万円

　　　　　（賠償責任保険）・身体賠償　　1億円／名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5億円／事故
　　　　　　　　　　　　　・財物賠償　　5百万円／事故
　　　※生産物賠償責任（児童会で提供したおやつでの賠償）も補償と
　　　　する。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 市民災害保険

2. 場　　　所 交野市内

3. 期　　　間 令和2年4月1日～令和3年4月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６５４，０００円

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ｻﾞ･ﾆｭｰ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ｱｼｭｱﾗﾝｽ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ大阪支店

10.契約金額 ￥５０１，４１０円

11.契約日 令和2年2月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ユーライン 大阪市北区梅田1-3-1-1000 ― 辞退

株式会社保険総合研究所 奈良市四条大路２－２－１２ ― 辞退

ＡＩG損害保険株式会社大阪コーポ
レートキャリアエージェント営業部

大阪市北区大深町3-1　グランフロント
大阪タワーB35階

― 欠席

ｻﾞ･ﾆｭｰ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ｱｼｭｱﾗﾝｽ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･
ﾘﾐﾃｯﾄﾞ大阪支店

大阪市中央区久太郎町1-6-27　ヨシカ
ワビル901

501,410 円 落札

山口総合保険株式会社 寝屋川市萱島本町6-5 ― 辞退

株式会社関西保険センター 寝屋川市香里新町19-5 ― 辞退

関西保険サポート株式会社 寝屋川市香里新町19-5-203 ― 欠席

株式会社ジャパン・インシュアランス・
エージェント大阪支店

大阪市中央区南船場3-2-22麻綱ビル9
階

589,910 円

　対 象 者　・住民活動の参加者（市内在住者に限る）
　　　　　　・市が主催・共催する行事及び事業等の参加者
　　　　　　　（市外在住者を含む）
　　　　　　・住民活動指導者（市外在住者を含む）

　保険種類　・傷害補償
　　　　　　　・通院治療（日額）　2,000円
　　　　　　　・入院治療（日額）　3,000円
　　　　　　　・死亡・後遺障害（1名につき）　500万円
　　　　　　　　※法令による災害保障の定めがある場合、補償金の
　　　　　　　　　一部又は全部の支払い義務を免れる。
　　　　　　・賠償責任保険
　　　　　　　・身体賠償　　1名最高 1億円
　　　　　　　　　　　　　　5億円／事故
　　　　　　　・財物賠償　　500万円／事故
　　　　　　　　※免責金はなしとする。

　この保険は住民数を基礎数値として保険料を算出し、保険期間終了後
　に確定精算しないものとする。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田小川雨水幹線基本設計業務委託

2. 場　　　所 交野市星田北5丁目地内

3. 期　　　間 令和2年2月3日から令和2年3月23日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，２０４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 オリジナル設計株式会社 大阪事務所

10.契約金額 ￥３，８２８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年2月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社エース 大阪支社 大阪市中央区船越町1-3-4 6,000,000 円

株式会社五星　関西支社 大阪市東成区中道3-17-12 6,500,000 円

株式会社ＵＲリンケージ 西日本支社 大阪市中央区城見1-2-27 4,980,000 円

パシフィックコンサルタンツ株式会社 大
阪本社

大阪市北区堂島浜1-2-1 9,451,000 円

オリジナル設計株式会社 大阪事務所 大阪市中央区瓦町2-2-7 3,480,000 円 落札

日本水工設計株式会社 大阪支社
大阪市中央区南船場2-9-8 シマノ・
住友生命ビル

6,500,000 円

雨水幹線基本設計（L=128m）　一式
報告書作成　　　　　一式
設計協議　　　　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 草川雨水幹線基本設計業務委託

2. 場　　　所 交野市私部西3丁目地内

3. 期　　　間 令和2年2月4日から令和2年3月23日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，２０４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社サンテック

10.契約金額 ￥５，９４０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年2月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社サンテック 枚方市南中振1-1-28 5,400,000 円 落札

株式会社日産技術コンサルタント 大阪市中央区大手前1-2-15 6,450,000 円

浜エンジニアリング株式会社 大阪支店 交野市東倉治3-10-8 5,490,000 円

株式会社日水コン 大阪支所
吹田市江坂町1-23-101 大同生命江
坂ビル

― 辞退

株式会社日建技術コンサルタント 大阪市中央区谷町6-4-3 6,000,000 円

株式会社エイト日本技術開発 関西支社 大阪市淀川区野中北1-12-39 ― 辞退

雨水幹線基本設計　　一式
報告書作成　　　　　一式
設計協議　　　　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立第二中学校及び旭小学校高圧電気設備賃貸借

2. 場　　　所 交野市幾野4-1-1 他１か所

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２３，４７４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 大阪ガスファイナンス株式会社

10.契約金額 ￥１９，４６１，７５０円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年2月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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　アーバ
ンエース北浜

― 辞退

芙蓉総合リース株式会社 大阪支店 大阪市中央区高麗橋4-4-9 ― 辞退

三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ株式会
社

東京都港区芝浦1-2-3 ― 辞退

大阪ガスファイナンス株式会社 大阪市中央区備後町3-6-14 17,692,500 円 落札

みずほ東芝リース株式会社 東京都港区虎ノ門1-2-6 ― 辞退

日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋1-3-1 ― 辞退

ディー・エフ・エル・リース株式会社 大阪市中央区伏見町4-1-1 ― 辞退

株式会社関電Ｌ＆Ａ 大阪市西淀川区歌島2-4-7 ― 辞退

契約期間：令和2年2月3日から令和17年3月31日まで
賃貸借期間：令和2年9月1日から令和17年3月31日まで

第二中学校
　・キュービクル設置工事一式
　・動力ケーブル更新
　・コンデンサ PCB含有分析

旭小学校
　・キュービクル設置工事一式
　・動力ケーブル更新
　・コンデンサ PCB含有分析
　・PCB含有トランス取り外し、運搬、表示等作業

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立私市小学校保健室・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室空調機器（GHP）更新工事設計業務委託

2. 場　　　所 交野市私市9-5-10（私市小学校）

3. 期　　　間 令和2年2月3日から令和2年3月27日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，７８２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社建綜研

10.契約金額 ￥１，６５０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年2月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社小笠原設計 大阪市中央区北浜東2-19 3,500,000 円 辞退 ―

共同設計株式会社 大阪市北区西天満5-10-14 ― 辞退

株式会社類設計室 大阪市淀川区西中島4-3-2 ― 辞退

株式会社建綜研 大阪市北区大淀中１-8-5 1,900,000 円 1,700,000 円 1,500,000 円 落札

株式会社壇建築計画事務所 岸和田市西之内町27-5 ― 辞退

設計業務：一般業務、追加業務

　建築改修工事：空調機配管に伴う建具の更新改修図の作成及びその工事費の
　　　　　　　　積算書作成
　外構工事：室外機基礎、その周辺のフェンス設置工事の改修図の作成及びそ
　　　　　　　　の工事費の積算書作成
　電気設備工事：室外機及び室内機の電気工事の改修図の作成及びその工事費
　　　　　　　　の積算書作成
　機械設備工事：室外機及び室内機、冷媒管、ガス配管及び空調機器用ガスメ
　　　　　　　　ーター工事の設計図の作成及びその工事費の積算書作成

第一回入札金額
（消費税を除く）

第二回入札金額
（消費税を除く）

第三回入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校 尿検査業務

2. 場　　　所 交野市立小・中学校（交野市私部1-54-1 他13箇所）

3. 期　　　間 令和2年4月1日から令和2年12月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，５７４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 環境衛生薬品株式会社

10.落札金額 ￥２，２１７，６００円（消費税を含まない）

11.契約日 令和2年2月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

環境衛生薬品株式会社 大阪市中央区本町1-8-12 2,464,000 円 2,340,800 円 2,217,600 円 落札

株式会社協同臨床検査所 門真市岸和田3-30-13 2,710,400 円 辞退 ―

株式会社関西環境センター 堺市中区小阪204-27 3,110,000 円 辞退 ―

株式会社岩崎太子堂 大阪市天王寺区四天王寺1-14-24 3,205,600 円 辞退 ―

一般社団法人　京都微生物研究所 京都市山科区川田御出町3番地の4 3,080,000 円 辞退 ―

・春季・秋季の２回実施
・実施対象者　一次検査　検尿検査：交野市立小・中学校在籍の児童生徒
　　　　　　　　　　　　（予定人数6,100人）
　　　　　　　二次検査　一次検査で蛋白・糖・潜血の検査項目が疑陽性
　　　　　　　　　　　（±）以上、及び一次検査未提出者
　　　　　　　　　　　　（予定人数60人）

第一回入札金額
（消費税を除く）

第二回入札金額
（消費税を除く）

第三回入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市本館、別館及び第2別館受付案内業務委託

2. 場　　　所 交野市役所（交野市私部1-1-1）

3. 期　　　間 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，０５３，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 鳳産業株式会社

10.契約金額 ￥６，７７１，６００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年2月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ＫＯＳＭＯ 大阪市中央区西心斎橋2-2-3 8,965,320 円

大代ゼンテックス株式会社 大阪市西区九条1-26-9 9,000,000 円

テルウェル西日本株式会社 関西支店 大阪市東成区中道1-10-26 ― 辞退

株式会社サンメンテナンス 大阪市中央区和泉町1-1-14 6,912,000 円

鳳産業株式会社 高槻市八幡町2-43 6,156,000 円 落札

株式会社エイジェック　大阪オフィス
大阪市北区大深町3-1　グランフロント大阪
タワーB14階

― 辞退

業務の内容
　①来庁者への案内及び関係部署への取り次ぎ対応
　②庁舎周辺の公共施設、市内官公庁・交通機関等の案内
　③受付ボックスに設置した電話の対応
　④玄関ロビー周辺の整備、落し物等の遺失物、金品の届出の対応
　⑤総務課が掲示を許可したポスター・チラシ類の掲示及び配架
　⑥玄関ロビー設置のテレビ等の操作
　⑦雨天時における雨傘ビニールの設置
　⑧受付ボックスに届く配達物の収受等
　⑨交野の水「星のしずくきらり」の販売
　⑩募金箱設置時の管理
　⑪受付ボックスの整理整頓
　⑫その他委託業務遂行に付随して生じる業務

入札金額（消費税を除く）


