
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市幹線他人孔蓋取替工事 

2. 場　　　所 交野市私市6丁目地内 他

3. 期　　　間 令和2年3月2日から令和2年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年2月27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 ￥１６，６１０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１１，６９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 佐藤土木工業株式会社　交野営業所

10.契約金額 ￥１２，８５９，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年3月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

豊成建設工業株式会社　交野営業所 交野市向井田1-26-9 11,690,000 円

森本水道工業 株式会社 交野市倉治2-1-12 11,690,000 円

有限会社　サンコー　交野営業所 交野市幾野4-23-21 11,690,000 円

有限会社平林建設　交野営業所 交野市倉治5-16-6 ― 辞退

河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私部3-12-16 11,690,000 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 11,690,000 円

有限会社　森英興産 交野市南星台2-1-2 11,690,000 円

有限会社　川人設備 交野市青山1-17-4 11,690,000 円

佐藤土木工業株式会社　交野営業所 交野市郡津2-29-27 11,690,000 円
落札候補者

第１位

株式会社　パシオン　交野営業所 交野市東倉治3-2-9 11,690,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 11,690,000 円

株式会社　西工務店 交野市私部5-23-15 11,690,000 円

株式会社　平田設備工産 交野市星田4-33-3 11,690,000 円

株式会社　森長工業　　交野支店 交野市倉治5-1-43 11,690,000 円

有限会社　和紀総合 交野市郡津1-55-13 11,690,000 円

有限会社　山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 11,690,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7-2076-1 11,690,000 円

堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市星田西3-14-1 11,690,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 11,690,000 円

管路土工　　　　　　　　　　　・・・１式
マンホール蓋取替  　　　　　・・・46箇所
付帯工　　　　　　　　　　　　 ・・・１式
仮設工　　　　　　　　　　　　 ・・・１式

入札金額（消費税を除く）



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 交野市私部2-29-1・3・5

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年2月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２０，１５２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　　―

9.契約の相手方 株式会社大庫ビルサービス

10.契約金額 ￥１６，４３４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年3月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社大庫ビルサービス 枚方市楠葉美咲3-13-16 14,940,000 円 落札

近畿ビルテクノ株式会社 大阪狭山市池之原3-1017-2 21,844,800 円

株式会社サービスルーター
枚方市星丘1丁目24-12-105　第2
星丘マンション106号室

17,320,000 円

契約期間：令和2年3月2日から令和5年3月31日まで
委託期間：令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

委託物件
　交野市立青年の家
　　体育文化施設　4371.00㎡
　　学びの館、文化財係分室　　218.55㎡
　　武道施設　　1280.05㎡

業務内容
　　・日常清掃業務
　　・定期清掃業務
　　・シャワールーム清掃
　　・窓ガラス清掃

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立認定こども園清掃管理業務委託

2. 場　　　所 交野市立第２認定こども園 他１園

3. 期　　　間 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年2月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２４，６２９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　　―

9.契約の相手方 株式会社大庫ビルサービス

10.契約金額 ￥２４，４２０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年3月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社大庫ビルサービス 枚方市楠葉美咲3-13-16 22,680,000 円 22,200,000 円 落札

株式会社サービスルーター
枚方市星丘1丁目24-12-105
第2星丘マンション106号室

28,560,000 円 辞退

あいあいメンテナンス株式会社 東大阪市太平寺1-6-13 ― ― 辞退

近畿ビルテクノ株式会社 大阪狭山市池之原3-1017-2 29,460,000 円 22,679,000 円

第１回入札金額
（消費税を除く）

第２回入札金額
（消費税を除く）

日常清掃
　第２認定こども園　　　（延べ床面積）　１，６５７㎡
　第３認定こども園　　　（延べ床面積）　１，０５７．１５㎡

定期清掃（ガラス）　年２回
　第２認定こども園　　　（延べガラス面積）　２９９．５㎡
　第３認定こども園　　　（延べガラス面積）　３２１．３５㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立藤が尾小学校プール改修工事

2. 場　　　所 交野市星田北2丁目45-1

3. 期　　　間 令和2年3月3日から令和2年5月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年2月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１９，９８７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１５，３１０，０００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 ￥１６，８４１，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年3月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 15,310,000 円

株式会社 上田建築工務店 交野市郡津5－47－12 15,310,000 円 落札（くじ）

有限会社　森英興産 交野市南星台2-1-2 辞退

株式会社　垣本 交野市南星台3-7-8 16,590,000 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

丸信住宅株式会社交野支店 交野市星田北6-11-1 16,889,000 円

建築工事
　・プール機械室内土工事
　・プールサイド塗装工事
　・機械室建具工事
　・プール内防水シート補修工事
　・プールサイド塗装工事床張替
電気設備工事
　・電灯設備工事
　・動力設備工事
機械設備工事
　・給水設備工事
　・ろ過設備工事

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立認定こども園体操教室業務委託

2. 場　　　所 交野市立第２認定こども園 他1園

3. 期　　　間 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年2月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７８３，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社アクバス

10.契約金額 ￥６９９，６００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年3月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社アクバス 寝屋川市下神田町28-1 636,000 円 落札

デサントジャパン株式会社経営企画
部

大阪市天王寺区堂ヶ芝1-11-3 ― 辞退

シンコースポーツ株式会社 大阪支店 大阪市西区江戸堀1-2-11 ― 辞退

株式会社サンアメニティ 大阪支社 大阪市中央区南新町2-3-7 990,000 円

入札金額（消費税を除く）

委託内容：公立幼児園2園の体操教室
対象クラス及び時間：4歳児クラス2クラス　9:45～10:30
　　　　　　　　　　5歳児クラス2クラス　10:45～11:30
実施日：1認定こども園（幼児園）あたり4月～3月のうち10か月
　　　　8月は夏休みのため実施なし
業務内容：体操、跳び箱、マット運動、ボール遊びなど園児及び職員への指導



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和2年度 大気環境測定機器保守点検業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年2月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，７６８，０００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 ￥９，３０６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年3月2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 9,700,000 円

株式会社デイケイケイサービス関西 門真市宮前町1-6 9,675,000 円

誠心エンジニアリング株式会社 関西営
業所

滋賀県大津市千野1-1-66 ― 辞退

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 8,460,000 円 落札

株式会社兵庫分析センター 兵庫県姫路市広畑区正門通4-10-8 ― 辞退

安井器械株式会社 大阪市都島区中野町2-2-13 9,610,000 円

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

入札金額（消費税を除く）

■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　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和2年度 窒素酸化物濃度簡易調査業務委託

2. 場　　　所 交野市役所（交野市私部1-1-1）他13地点

3. 期　　　間 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年2月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９８５，６００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 ￥７７０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年3月2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1-3-5 700,000 円 落札
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

大阪環境保全株式会社 大阪市住吉区我孫子東2-6-17 750,000 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 ― 欠席

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 ― 辞退

入札金額（消費税を除く）

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）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和2年度 第二京阪道路騒音調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年2月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６７２，１００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ダイネツ環境リサーチ株式会社

10.契約金額 ￥４６０，９００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年3月2日

12.参加業者等

参加業者名 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1-6-60 665,000 円

株式会社オーティーオー技術研究所 大阪市北区天満1-5-2 820,000 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

464,880 円

ダイネツ環境リサーチ株式会社 大阪市中央区平野町1-8-8 419,000 円 落札

株式会社ビィー研究所 大阪市淀川区西中島6丁目8番20号 448,000 円

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

入札金額（消費税を除く）

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　･　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 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年2月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，４４２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 大新東株式会社　大阪営業所

10.落札金額 ￥２，３５１，２５０円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年3月2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 無効※ ― ―

株式会社まほろば 奈良県天理市二階堂上之庄町239 2,758,950 円 辞退 ― 辞退

阪急ｺﾐｭｰﾀｰﾊﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 豊中市庄内西町5-1-24 ― ― ― 辞退

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

株式会社トーヨーふれ愛バス 八尾市太田新町3-184 ― ― ― 辞退

有限会社天理交通 奈良県天理市川原城町332-1 ― ― ― 辞退

大新東株式会社　大阪営業所
大阪市西区南堀江1－12－19四ツ橋ス
タービル9Ｆ

2,547,500 円 2,351,500 円 2,137,500 円 落札

※代理人入札による委任状の提出がなかったため無効

■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
■年間運行見込み
　見込時間／回数／距離　　５１０時間／９８回／４，２５２ｋｍ
　時間外運行
　・基本管理時間（午前８時～午後８時）外　５時間
　・基本運行時間（１日８時間）外　２２時間
　・重複時間（基本管理時間外かつ基本運行時間外）　０時間

基本管理料　　：2,040,000円
基本管理時間外：3,000円／時間
基本運行時間外：3,750円／時間
重複時間　　　：3,750円／時間
※基本管理料と各時間あたり単価にて契
約（上記すべて税抜き金額）

第１回入札金額
（消費税を除く）

第２回入札金額
（消費税を除く）

第３回入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市施設賠償責任保険

2. 場　　　所 交野市役所（交野市私部1-1-1）他

3. 期　　　間 令和2年4月1日から令和3年4月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年2月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，２５０，０００円

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 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

10.契約金額 ￥１，０６５，８３０円

11.契約日 令和2年3月2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 1,616,430 円

株式会社保険総合研究所 奈良市四条大路２－２－１２ ― 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

1,126,710 円

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

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

東大阪市足代2-1-7ﾀｰﾌｨｰｽﾞﾌﾗｯﾄ布施
駅前502

1,065,830 円 落札

保険種類：賠償責任保険

　対象事故　・市が所有、使用又は管理する施設の欠陥により生じた事故
　　　　　　・市が所有、使用又は管理する施設の管理業務遂行上の過失
　　　　　　　　により生じた事故
　　　　　　・市が行う施設に係る業務遂行上の過失により生じた事故

　対象施設　・交野市役所　他

　補償内容　・身体賠償　5億円／事故
　　　　　　　　　　　　1名最高 1億円
　　　　　　・財物賠償  1億円／事故

  免責　　　・免責額なし

入札金額（消費税を除く）



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（交野市役所）他

3. 期　　　間 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年2月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，７８０円／箱（消費税を含まない）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 フタバフォーム印刷株式会社

10.契約金額 ￥１，５５０円／箱（消費税を含まない）

11.契約日 令和2年3月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社加地 交野市倉治5-1-38 ― 欠席

大杉紙商事 大東市大東町10-16 1,700 円

日本住宅設備株式会社 四條畷市岡山東2-4-1 1,649 円

フタバフォーム印刷株式会社 東大阪市本庄西1-4-31 1,550 円 落札

レスター工業株式会社 大阪市中央区糸屋町2-3-2 2,500 円

１．対象用紙　Ａ４コピー用紙
２．品質条件
　（１）坪量　64g/㎡以上
　（２）紙厚　90μm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・ファクシミリに対応していること
　　　　　　　　②両面印刷対応し、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（2,500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、1,362箱、3,405,000枚/年（283,750枚/月）
　　　※契約は単価で締結する。

入札金額（消費税を除く）


