
入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市住民活動災害補償制度

2. 事業場所 ―

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成28年4月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年3月2日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７９９，２００円（消費税を含まない）

8.契約の相手方 ザ・ニューインディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド大阪支店

9.契約金額 ￥５２８，７６０円（消費税を含まない）

10.契約日 平成27年3月4日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱ジャパンインシュアランスエージェン
ト大阪支店

大阪市中央区淡路町3‐2‐8トーア紡第二ビル3F 635,990 円

ザ・ニューインディア・アシュアランス・
カンパニー・リミテッド大阪支店

大阪市中央区久太郎町1‐6‐27　ヨシカワビル901
号

528,760 円 落札

山口総合保険 寝屋川市萱島本町6‐5 1,496,490 円
㈱保険総合研究所大阪支店 大阪市中央区久太郎町4‐2‐12　本町TDビル3階 1,018,090 円
㈱ユーライン 大阪市北区梅田1‐3‐1‐1000 辞退
広和保険㈱ 大阪市中央区南船場1‐3‐14 辞退
㈱関西保険センター 寝屋川市香里新町19‐5 辞退

市民団体等又は市が行う日帰りの住民活動中の偶発事故に対応する保険をかけるもの。
① 傷害補償
　死亡　　　　３００万円／名
　後遺障害　　３００万円／名
　入院補償　２，５００円／日
　通院補償　１，５００円／日
② 賠償責任保険
身体障がい　　５億円／事故
財物損壊　５００万円／事故
　※諸条件あり



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 有価物（古紙）の売却

2. 事業場所 交野市私部西3-3-1（環境事業所）

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成27年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年3月2日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥　８円３３銭／ｋｇ（消費税を含まない）

8.契約の相手方 株式会社西本

9.契約金額 ￥１３円１０銭／ｋｇ（消費税を含まない）

10.契約日 平成27年3月4日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱西本 枚方市出屋敷西町1‐25‐15 13.10 円 落札
マツダ㈱ 神戸市東灘区住吉浜町17‐8 12.00 円
㈱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
㈱サンエー 寝屋川市宇谷町11‐1 10.00 円
都市クリエイト㈱ 高槻市紺屋町3‐1‐326 辞退

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



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 大気環境測定機器保守点検

2. 事業場所 交野市私部1-1-1他2箇所

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年3月2日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，９１０，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 環境計測株式会社

9.契約金額 ￥７，４５２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年3月4日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
環境計測㈱ 京都市伏見区竹田北三ツ杭町84 6,900,000 円 落札
安井器械㈱ 大阪市都島区中野町2‐2‐13 8,100,000 円
㈱環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1‐3‐5 8,000,000 円
㈱デイケイケイサービス関西 門真市宮前町1‐6 7,950,000 円
㈱兵庫分析センター 姫路市広畑区正門通4‐10‐8 辞退

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、
　二酸化硫黄測定装置、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、浮遊粒子状物質測定装置、
　気象観測装置、騒音測定装置、通信機器
　　微粒子状物質測定機器（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
　　日常点検（週１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）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成27年度 第二京阪道路騒音調査業務委託

2. 事業場所
交野市青山2丁目2631番3他1筆、天野が原町2
丁目652番8他2筆

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年3月2日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８５３，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社アクト音響振動調査事務所

9.契約金額 ￥６１３，４４０円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年3月4日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
応用技術㈱ 大阪市北区本庄東1‐1‐10 辞退
㈱総合環境計画大阪支社 大阪市西区立売堀1‐3‐13 590,000 円
㈱環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1‐3‐5 590,000 円
㈱アクト音響振動調査事務所 大阪市淀川区西中島4‐12‐22 568,000 円 落札
㈱中央クリエイト関西支店 大阪市淀川区西中島1-15-2 600,000 円

■調査日
　年２回（春季及び秋季）各２４時間測定とする。
■調査項目
　騒音、交通量及び平均走行速度。
　尚、各調査は「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. 事業名称 平成27年度 窒素酸化物濃度簡易調査委託

2. 事業場所 交野市私部1-1-1他13箇所

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年3月2日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８９６，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社環境総合テクノス

9.契約金額 ￥６３７，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年3月4日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
帝人エコ・サイエンス㈱関西事業所 大阪市中央区南本町1‐6‐7 790,000 円
㈱環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1‐3‐5 590,000 円 落札
中外テクノス㈱関西支社 大阪市北区中崎西4‐3‐27 辞退
エヌエス環境㈱西日本支社 吹田市垂水町2‐36‐27 680,000 円
（財）関西環境管理技術センター 大阪市西区川口2‐9‐10 1,090,000 円

窒素酸化物濃度についてより広範な濃度の状況把握に努めるため実施するもの。
① 測定項目
　　一酸化窒素（ＮＯ＝ＮＯｘ－ＮＯ２）
　　二酸化窒素（ＮＯ２）
　　窒素酸化物（ＮＯｘ）
② 測定方法
　　ＰＴＩＯ法
③ 測定時期
　　毎月１回実施。１回当たりの暴露時間は１週間とする。



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立倉治図書館清掃業務委託

2. 事業場所 交野市倉治6-9-20（交野市立倉治図書館）

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年3月2日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，３０９，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 京阪ビルテクノサービス株式会社

9.契約金額 ￥３，９３１，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年3月4日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
大建管理㈱ 枚方市出口3‐1‐20 3,700,000 円
京阪ビルテクノサービス㈱ 枚方市西禁野1‐3‐35 3,640,000 円 落札
近畿ビルサービス㈱大阪営業所 大阪市中央区島町1‐1‐3　近畿ビル7階 4,230,000 円
伸和サービス㈱ 大阪市北区天神橋7‐7‐5 4,800,000 円
㈱サービスセンターマトバ枚方支店 枚方市伊賀本町1‐15‐207 3,654,000 円

日常清掃業務
　対象面積Ａ＝８１４．６７㎡
定期清掃業務
ワックスがけ（２ヶ月に１回）
　　対象面積Ａ＝７４８．０７㎡
臨時清掃業務
　カーペットクリーニング（年６回）
　対象面積Ａ＝９４．８６㎡
　窓ガラス清掃（年１回）　対象面積Ａ＝１７４．９７㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 マイクロバス運行管理業務委託

2. 事業場所 大阪府下

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年3月2日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，３７１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 京都京阪バス株式会社

9.契約金額（消費税を含まない）

①3時間未満　　　　　　 　　6,700円
②3時間以上5時間未満　10,200円
③5時間以上7時間未満　13,400円
④7時間以上9時間未満　16,700円
⑤9時間以上（30分単位）　　830円

10.契約日 平成27年3月4日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用

京都京阪バス㈱ 八幡市上奈良宮ノ東2-5

①3時間未満　　　　 　　　　6,700円
②3時間以上5時間未満　10,200円
③5時間以上7時間未満　13,400円
④7時間以上9時間未満　16,700円
⑤9時間以上（30分単位）　　830円

合計金額　870,580円

落札

㈱ジャパン・リリーフ 大阪市福島区福島7-20-1 辞退
日本道路興運㈱大阪支店 大阪市中央区上町A‐12 欠席

㈱ウイング京田辺営業所 京田辺市普賢寺中島3‐34

①3時間未満　　　　  　　　10,500円
②3時間以上5時間未満　14,500円
③5時間以上7時間未満　18,500円
④7時間以上9時間未満　22,500円
⑤9時間以上（30分単位）　3,250円

合計金額　1,214,000円
日本総合サービス㈱大阪支店 大阪市天王寺区生玉前町4‐4 辞退

（１） 運転業務
　運行計画に基づき、管理車両を運行する。
（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 任意保険への加入
　⑤ 事故時の対応及び報告

合計金額は、各時間区分の単価に予定数量を乗じたものの総和であり、
①の単価×５日＋②の単価×１７日＋③の単価×１８日＋④の単価×１９日＋（④の単価＋⑤の単価）×6日により算出したものである。



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成27・28年度交野市役所文書配送等業務委託

2. 事業場所 交野市

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成29年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年3月2日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，６５７，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 セイノースーパーエクスプレス株式会社大阪引越センター

9.契約金額 ￥７，１０５，３２０円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年3月4日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
佐川急便㈱西日本支店 大阪市此花区島屋4‐4‐51 辞退
セイノースーパーエクスプレス㈱大阪
引越センター

門真市四宮2ー11‐50 6,579,000 円 落札

㈱ダイコク 交野市星田北5‐12‐35 6,804,000 円
日本通運㈱大阪東支店 守口市八雲中町2‐10‐3 欠席

（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毎日１回巡回し、文書等の収集・配達を
　　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、
　　本庁文書室の発送郵便物とまとめて郵便局に届ける。


