
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手憩いの広場遊具設置工事

2. 場　　　所 交野市大字私市地内

3. 期　　　間 令和4年2月1日から令和4年3月23日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年1月24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 ¥1,230,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社グリーン京阪

10.契約金額 ¥1,595,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 1,510,000 円

蒼井創造 大阪府交野市幾野3丁目17番18号 1,483,000 円

株式会社総合緑化　交野支店
大阪府交野市星田北5丁目51番9
号

無効 内訳書誤り

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手４－７－３ 1,580,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8丁目1-1 1,450,000 円 落札

入札金額
（消費税を除く）

設置工　１式（ジャングルジム1基、ブランコ１基）
仮設工



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 市民災害保険

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年4月1日から令和5年4月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年1月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥789,000円 （消費税を含まない）

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 ¥345,890円 （消費税を含まない）

11.契約日 令和4年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

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丁目6番27号
ヨシカワビル901号

345,890 円 落札

山口総合保険株式会社 大阪府寝屋川市萱島本町6-5 1,567,950 円

株式会社　ユーライン 大阪市北区梅田１丁目３番１－１０００号 - 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

大阪府東大阪市足代２－１－７　ター
フィーズフラット布施駅前５０２

674,660 円

株式会社　関西保険センター 大阪府寝屋川市香里新町19-5 - 辞退

交野市内

（障害補償金）
〇死亡保障（500万円／1人）〇後遺障害補償金（500万円に規定の割合
を乗じた額）
〇入院補償金（3,000円／１日）〇通院補償金（2,000円／１日）
（賠償責任保険）
〇身体障害賠償（5億円／1事故※1名最高1億円）〇財物損壊賠償（500
万円／1事故）

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

3. 期　　　間 令和4年4月1日から令和5年4月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年1月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥756,000円 （消費税を含まない）

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 ¥340,050円 （消費税を含まない）

11.契約日 令和4年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

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丁目6番27号
ヨシカワビル901号

340,050 円 落札

山口総合保険株式会社 大阪府寝屋川市萱島本町6-5 - 辞退

株式会社　ユーライン 大阪市北区梅田１丁目３番１－１０００号 - 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

大阪府東大阪市足代２－１－７　ター
フィーズフラット布施駅前５０２

701,120 円

株式会社　関西保険センター 大阪府寝屋川市香里新町19-5 - 辞退

交野市内11児童会

（傷害保険）
　　・通院治療（日額）：2,000円
　　・入院治療（日額）：3,000円
　　・死亡・後遺障害 ：500万円
　　　※ただし、入院及び通院ともに1日目からの補償とすること。
（賠償責任保険）
　　・在籍児童及び第三者に対する損害
　　　◇身体賠償：1名につき1億円
　　　　　　　　　1事故につき5億円
　　　◇財物賠償：1事故につき500万円
※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 森私市線歩道補修設計に伴う地質調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年2月2日から令和4年3月25日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年1月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,749,000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　ランド･エコ　富田林営業所

10.契約金額 ¥1,280,400円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　地盤調査事務所　大阪事
務所

大阪府大阪市北区中津３丁目７番４１号 - 辞退

株式会社　ランド･エコ　富田林営業所 大阪府富田林市藤沢台2丁目2-180 1,164,000 円 落札

ハイテック株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原２丁目１３番１
２

- 欠席

株式会社ＫＧＳ 大阪府堺市中区深井清水町3761番地 - 辞退

株式会社ソイルシステム 大阪市東成区大今里西1-8-3 2,089,000 円

交野市私市2丁目地内

地質調査業務　1式
解析業務　1式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小中学校および児童会　抗ウイルス・抗菌コーティング施工

2. 場　　　所 交野市立小中学校及び児童会　全２４箇所

3. 期　　　間 令和4年2月2日から令和4年3月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年1月24日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査郵便型）

7. 予定価格 ¥14,938,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥11,340,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社ヤオテック　大阪本社

10.契約金額 ¥12,474,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ヤオテック　大阪本社 大阪市中央区松屋町住吉３－１６ 11,340,000 円
落札候補者
第1位（くじ）

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 11,340,000 円

大都保全興業（株）
大阪府大阪市北区大淀中３－１６－１２
Ｆ＆Ｇビル

11,340,000 円

大阪塗工株式会社　大阪支店 大阪市西淀川区野里1-31-7-102 - 辞退

株式会社安部興業 大阪市淀川区西中島４丁目７番２０号 11,340,000 円

株式会社　リ・コート
大阪府吹田市穂波町25-11　嶋本マン
ション１階

11,340,000 円

小学校９校
中学校４校
児童会（交野児童会施設を除く１１箇所）
抗ウイルス抗菌コーティング施工

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立交野小学校GHP移設工事

2. 場　　　所 交野市私部1丁目54番1号（交野小学校）他3箇所

3. 期　　　間 令和4年2月1日から令和4年4月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年1月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥9,548,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥7,280,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 共栄設備工業株式会社　交野営業所

10.契約金額 ¥9,350,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

共栄設備工業株式会社　交野営業所 交野市東倉治4丁目47番9号 8,500,000 円 落札

株式会社　栄 大阪府交野市幾野１丁目９番１０号 - 欠席

株式会社　北村商店 大阪府交野市私部5丁目2-38 - 辞退

橘電工株式会社 大阪府交野市私市6丁目17-15 - 辞退

若林設備工業株式会社　交野支店 大阪府交野市倉治3丁目24番8号 8,680,000 円

交野小学校　GHP取外、搬出・・・1式
郡津小学校　GHP搬入、据付・・・1式
岩船小学校　GHP搬入、据付・・・1式
妙見坂小学校　GHP撤去・・・1式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小中学校警備業務委託

2. 場　　　所 交野市星田3丁目33番4号他12箇所

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年1月24日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ¥342,518,000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 ¥267,300,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

セコム株式会社　大阪本部
大阪府大阪市城東区森之宮１丁目
６ー１１１

- 辞退

株式会社 大庫ビルサービス
大阪府枚方市楠葉美咲3丁目13番
16号

243,000,000 円 落札

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１
９号

- 辞退

近代警備保障　株式会社
大阪府大阪市都島区片町２－７－１
９

245,100,000 円

令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

人的警備一式（詳細は仕様書等による）
・警備員を学校1校に1名配置する。
機械警備一式
・警報装置を設置し、異常発生時に電話回線を通じ、警備センター（警備会社等）に
通報する。

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校窓ガラス清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年2月1日から令和4年3月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和4年1月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,727,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 リアンコーポレーション株式会社　東大阪営業所

10.契約金額 ¥1,045,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和4年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

関西マネジ興業株式会社 大阪府寝屋川市高柳２丁目２１番７号 2,836,900 円

株式会社　大和 大阪府枚方市長尾谷町3丁目11番1号 2,126,250 円

リアンコーポレーション株式会社　東
大阪営業所

東大阪市俊徳町4丁目5番3号ロイヤル
俊徳211号

950,000 円 落札

株式会社 大庫ビルサービス 大阪府枚方市楠葉美咲3丁目13番16号 1,600,000 円

株式会社　ホープ　枚方営業所 枚方市長尾元町７丁目２０番２０号 2,500,000 円

交野市私部１－５４－１他１３箇所

小学校10校 中学校4校の2F・3F・4Fの教室・廊下・トイレ・階段踊り
場等全ての窓ガラス(内外両面)の清掃。但し、教室と廊下の間の窓ガ
ラス、FIX窓(はめ殺し窓)の外側、屋内運動場等校舎以外の建物の窓ガ
ラスについては業務対象外とする。

窓面積合計　12,895㎡

入札金額
（消費税を除く）


