
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市役所本館等設備保守管理業務委託

2. 場　　　所 交野市私部１－１－１及び私部１－１－２

3. 期　　　間 令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１９，５１４，０００円（消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　－

9. 契約の相手方 近畿ビルテクノ株式会社　枚方営業所

10.契約金額 ￥７，５８３，４００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

鳳産業株式会社 高槻市八幡町2-43 9,900,000 円

近畿ビルテクノ株式会社枚方営業所
大阪府枚方市北中振1丁目10番19
号

6,894,000 円 落札

株式会社クレイブ 大阪市住吉区長居東1-8-9 7,362,000 円

株式会社KBS
富田林市川向町7-36シエル金剛
210

9,540,000 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
7F

9,000,000 円

株式会社ハウスビルシステム 大阪市北区梅田1-2-2-1200 14,364,000 円

（１）電気工作物の維持管理
（２）電気設備関係の点検・記録
（３）議場の照明器具の整備点検及び施設内の蛍光灯
　　　その他照明球の取替え
（４）各階床タイルの簡易な張替補修
（５）ガス新吸収式冷暖房機、熱交換機、空調機類及び
　　　付帯設備の運転並びに保守、ポンプ設備、配管系統
　　　及びガス設備の保守と軽易な補修作業
（６）機械設備関係の点検・記録
（７）冷却塔の点検
（８）椅子等の軽易な修繕
（９）その他業務の遂行に付随して生じる業務

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市役所本館等清掃業務委託

2. 場　　　所 交野市私部１－１－１及び１－１－２

3. 期　　　間 令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２５，５５３，０００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 ￥１８，４１４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

ダイセイ美建株式会社 大阪市天王寺区悲田院町8-11 無効 ※入札書に不備が
あったため

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

- 辞退

鳳産業株式会社 高槻市八幡町2-43 20,160,000 円

近畿ビルテクノ株式会社枚方営業所
大阪府枚方市北中振1丁目10番19
号

23,040,000 円

株式会社大庫ビルサービス 枚方市楠葉美咲3-13-16 16,740,000 円 落札

株式会社クレイブ 大阪市住吉区長居東1-8-9 19,533,600 円

大建管理株式会社 枚方市出口3-1-20 18,900,000 円

あいあいメンテナンス株式会社 東大阪市太平寺1-6-13 17,898,800 円

株式会社KBS
富田林市川向町7-36シエル金剛
210

22,968,000 円

株式会社アカツキ 堺市東区日置荘西町3-5-2 21,600,000 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
7F

19,500,000 円

株式会社ハウスビルシステム 大阪市北区梅田1-2-2-1200 31,716,000 円

対象の延床面積
　　　本館　　　　　　　４１３６．２６㎡
　　　別館　　　　　　　１６８４．４０㎡
　　　第２別館　　　　　　１９８．７４㎡
　　　旧消防庁舎の一部　　　１７．７６㎡

業務概要
１．総合清掃
　（１）日常清掃
　（２）定期清掃　ワックス清掃（年４回）、カーペット清掃（年１回）
２．臨時清掃
　窓ガラス清掃（年２回）　延面積７０３㎡

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市消防本部清掃業務委託

2. 場　　　所 交野市天野が原町4丁目8番1号

3. 期　　　間 令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥４，８１８，０００円（消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　－

9. 契約の相手方 あいあいメンテナンス株式会社

10.契約金額 ￥４，２６８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

ダイセイ美建株式会社 大阪市天王寺区悲田院町8-11 3,960,000 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

- 辞退

鳳産業株式会社 高槻市八幡町2-43 4,068,000 円

近畿ビルテクノ株式会社枚方営業所
大阪府枚方市北中振1丁目10番19
号

4,700,000 円

株式会社大庫ビルサービス 枚方市楠葉美咲3-13-16 4,800,000 円

株式会社クレイブ 大阪市住吉区長居東1-8-9 - 欠席

大建管理株式会社 枚方市出口3-1-20 5,000,000 円

あいあいメンテナンス株式会社 東大阪市太平寺1-6-13 3,880,000 円 落札

株式会社KBS
富田林市川向町7-36シエル金剛
210

5,400,000 円

株式会社アカツキ 堺市東区日置荘西町3-5-2 4,320,000 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
7F

4,800,000 円

株式会社ハウスビルシステム 大阪市北区梅田1-2-2-1200 6,084,000 円

・日常清掃及び定期清掃（床清掃及びワックス掛け）
　延床面積1029.92㎡
・臨時清掃（窓ガラス）年２回
　延床面積122.22㎡

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立倉治図書館清掃業務委託

2. 場　　　所 交野市倉治６－９－２０（交野市立倉治図書館）

3. 期　　　間 令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥４，７９６，０００円（消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　－

9. 契約の相手方 ダイセイ美建株式会社

10.契約金額 ￥４，０５９，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社大庫ビルサービス 枚方市楠葉美咲3-13-16 3,924,000 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 5,150,000 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

5,350,000 円

ダイセイ美建株式会社 大阪市天王寺区悲田院町8-11 3,690,000 円 落札

鳳産業株式会社 高槻市八幡町2-43 4,068,000 円

あいあいメンテナンス株式会社 東大阪市太平寺1-6-13 4,278,000 円

株式会社アカツキ 堺市東区日置荘西町3-5-2 5,220,000 円

近畿ビルテクノ株式会社枚方営業所
大阪府枚方市北中振1丁目10番19
号

5,032,800 円

対象の延床面積、事業内容等
　　　総合清掃（日常清掃）　８１４．６７㎡
　　　総合清掃（定期清掃）　７４８．０７㎡（年６回）
　　　臨時清掃（カーペット）　９４．８６㎡（年６回）
　　　臨時清掃（窓ガラス）　１７４．９７㎡（年２回）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市健康増進センター及び交野市立機能支援センター清掃業務委託

2. 場　　　所 交野市天野が原町５丁目５番１号

3. 期　　　間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２，９２６，０００円（消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　－

9. 契約の相手方 ダイセイ美建株式会社

10.契約金額 ￥２，２４４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

大建管理株式会社 枚方市出口3-1-20 2,600,000 円

株式会社大庫ビルサービス 枚方市楠葉美咲3-13-16 2,220,000 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 2,800,000 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

- 辞退

ダイセイ美建株式会社 大阪市天王寺区悲田院町8-11 2,040,000 円 落札

鳳産業株式会社 高槻市八幡町2-43 3,120,000 円

あいあいメンテナンス株式会社 東大阪市太平寺1-6-13 2,640,000 円

株式会社アカツキ 堺市東区日置荘西町3-5-2 3,240,000 円

近畿ビルテクノ株式会社枚方営業所
大阪府枚方市北中振1丁目10番19
号

3,144,000 円

対象の延床面積、事業内容等
　健康増進センター
　　　総合清掃（日常清掃）　１，５１０．０㎡
　　　総合清掃（定期清掃）　１，２５５，５㎡（年２回）
　　　臨時清掃（窓ガラス）　　　１７５．０㎡（年２回）
　　　臨時清掃（エアコン清掃）吹出口６５か所、エアコン１０台（年２回）
　機能支援センター
　　　総合清掃（日常清掃）　　　４７９．５㎡
　　　総合清掃（定期清掃）　　　２７５．５㎡（年２回）
　　　臨時清掃（窓ガラス）　　　　７３．８９㎡（年２回）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立図書館情報ネットワークシステム更新に係る賃貸借

2. 場　　　所 交野市倉治６丁目９－２０（倉治図書館）他３施設

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥４１，１２９，０００円（消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　－

9. 契約の相手方 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

10.契約金額 ￥３８，４９１，２００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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 34,992,000 円 落札

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 辞退

導入期間　令和3年3月2日から令和3年6月30日まで
賃借期間　令和3年7月1日から令和8年6月30日まで

・図書館システムハードウェアの入替
　（サーバ関連、図書館業務用端末、館内利用者蔵書検索用端末、
　　レシート・読書手帳用シールプリンタ、ハンディターミナル、
　　周辺機器、ネットワーク機器）
・ソフトウェアおよびライセンスの導入
　（図書管理クラウドシステム、窓口クライアント関連、ネットワーク関連、
　　ＨＰ関連、インターネット関連（電子メールサーバ、WWWブラウザ、
　　バックアップ、ウィルス対策））
・ＬＡＮケーブル等敷設（４図書施設付帯工事）
・図書館クラウドシステム利用
・ハードウェアおよびソフトウェア保守
・データ移行（本システム導入時）
・機器の撤去・データ消去
・リース料

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，１０６，０００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 ￥７，０４０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 7,200,000 円 辞退

株式会社デイケイケイサービス関西 門真市宮前町1-6 7,150,000 円 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

6,600,000 円 6,400,000 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 辞退

安井器械株式会社 大阪市都島区中野町2-2-13 - - 辞退

グリーンブルー株式会社
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川
1-14-12

7,400,000 円 辞退

環境大気常時監視マニュアル（第三版）および各機器取扱説明書に基づき保守点検を実
施し、測定精度の維持および有効測定率を確保するもの。

入札金額（1回目）
（消費税を除く）

入札金額（2回目）
（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（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 令和3年度第二京阪道路騒音調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年4月1日から令和4年1月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６９５，２００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 ￥５１１，１０４円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ケイ・エス分析センター 富田林市錦織南2-9-2 - 辞退

株式会社日環サービス 摂津市鳥飼本町2-11-24 - 辞退

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

464,640 円 落札

ダイネツ環境リサーチ株式会社 大阪市中央区平野町1-8-8 490,000 円

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 500,000 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

履行場所における道路交通騒音調査および第二京阪道路専用部、一般部、副
道を走行する自動車等の交通量、平均走行速度の調査を行う。調査時期は春
季（5月）および秋季（11月）のそれぞれ1日（24時間）実施する。

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

3. 期　　　間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月25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 株式会社コパン

10.契約金額 ￥６９３，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社アクバス 寝屋川市下神田町28-1 699,600 円

ミズノスポーツサービス株式会社 大阪市住之江区南港北1-12-35 - 辞退

セントラルスポーツ株式会社健康サ
ポート部

東京都中央区新川1-21-2 - 辞退

株式会社サンアメニティ大阪 大阪市中央区南新町2-3-7 951,000 円

株式会社コパン
岐阜県多治見市光ケ丘二丁目60番地
の１

630,000 円 落札

交野市立あさひ認定こども園他１園

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

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和3･4年度交野市役所文書配送等業務委託

2. 場　　　所 交野市役所本館及び各出先機関等

3. 期　　　間 令和3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3年2月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１１，３９６，０００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 ￥９，６０３，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3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 8,730,000 円 落札

（１）文書等配送業務（特定信書便１号役務）
（２）文書仕分け業務
（３）郵便差出業務
（４）その他業務

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

3. 期　　　間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，３５４，０００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.契約金額 ￥１，７７７，６００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3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 2,186,588 円

阪急ｺﾐｭｰﾀｰﾊﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 豊中市本町1丁目1番1号 - 辞退

大新東株式会社大阪営業所
大阪府大阪市西区南堀江1－12－19四
ツ橋スタービル9Ｆ

1,616,000 円 落札

交野市私部１－１－１

（１） 運転業務
（２） 車両管理業務
① 日常点検及び清掃
② 燃料の補給
③ 故障の報告
④ 車検の実施
⑤ 任意保険への加入

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 コインベンダー式コピー機の購入及び保守

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，０５６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 シャープマーケティングジャパン株式会社

10.契約金額

11.契約日 令和3年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 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

株式会社加地 交野市倉治5-1-38 - 辞退

富士ゼロックス大阪株式会社公共文
教営業部

大阪市中央区今橋2-5-8 524,880 円

キヤノンシステムアンドサポート株式会社大阪
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

シャープマーケティングジャパン株式
会社

大阪市平野区加美南3-8-25 501,370 円 落札

東芝テック株式会社関西支社 大阪市淀川区宮原4-1-6 - 辞退

コニカミノルタジャパン株式会社 大阪市西区本町2-3-10 947,900 円

交野市私部１－１－１

１．数量　１台
２．予定使用枚数　３，６００枚／年（３００枚／月）
３．保守体制
　①最低月１回以上の定期訪問
　②開庁時に通報した修理等の依頼に可能な限り速やかに対応すること
４．必須機能
　コインベンダー式であること他

物品購入　￥５１９，０３５円（消費税を含む）
保守料金　￥８．２円（消費税を含まない）

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

3. 期　　　間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月25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 ￥１，４９０円／箱（消費税を含まない）

11.契約日 令和3年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社高辻文具 四條畷市塚脇町6-14 - 円 辞退

株式会社加地 交野市倉治5-1-38 - 円 辞退

大杉紙商事 大東市大東町10-16 1,500 円

フタバフォーム印刷株式会社 東大阪市本庄西1-4-31 1,490 円 落札

関西文具株式会社 大阪市中央区南久宝寺町1-4-9 - 円 辞退

交野市私部１－１－１他

A4コピー用紙の購入（単価契約）
予定数量　1,651箱（4,127,500枚）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 タブレット用通信回線の整備

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６９５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社大塚商会ＬＡ関西営業部

10.契約金額 ￥１，７４４，７７６円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

KDDI株式会社　ソリューション営業本
部　関西営業統括部

大阪市中央区城見2丁目2番72号 - 辞退

株式会社オプテージ 大阪市中央区城見2-1-5 - 辞退

株式会社ＮＴＴドコモ関西支社 大阪市北区梅田1-10-1梅田DTタワー 2,665,080 円

ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1 - 辞退

株式会社大塚商会 ＬＡ関西営業部 大阪市福島区福島6-14-1 1,586,160 円 落札

交野市私部１－１－１他

新型コロナ及び災害対応として、会議システム導入により事務の効率化及び
意思決定の迅速化を図るために導入したタブレット端末（危機管理室所管と
なる特別職・理事・各部長等分）のインターネット通信回線の確保のため、
30台分のLTE回線(SIM)の調達、整備を行う。

入札金額
（消費税を除く）


