
入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 広報紙の有料広告掲載

2. 事業場所 交野市私部１－１－１

3. 期　　　間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

4. 概　　　要　　　  

5. 入札日 平成28年2月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１４，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱宣成社

9.契約金額 ￥１７，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

㈱ホープ大阪営業所 大阪市中央区伏見町4-4-9 3階 17,100 円

㈱宣成社 大阪市中央区北浜1-5-8 17,500 円 落札

本市が発行する広報紙「広報かたの」の、平成２８年６月１日
号から平成２９年５月１日号までに掲載する広告を市の代わ
りに募集し、掲載する広告のデータを本市へ提供する。
　　掲載箇所　本市広報紙最下部
　　１枠　　　縦４５．２５ｍｍ　横８４．５０ｍｍ
　　最低枠数４枠／月
　　最高枠数１５枠／月

一回目入札金額
（消費税を含む）

二回目入札金額
（消費税を含む）

三回目入札金額
（消費税を含む）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 ホームページの有料広告掲載

2. 事業場所 交野市私部１－１－１

3. 期　　　間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

4. 概　　　要　　　  

5. 入札日 平成28年2月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥５，９４０円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱宣成社

9.契約金額 ￥７，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

㈱ホープ大阪営業所 大阪市中央区伏見町4-4-9　3階 6,520 円

㈱宣成社 大阪市中央区北浜1‐5‐8 7,500 円 落札

平成２８年５月１日から平成２９年４月３０日までの間、本市
ホームページに掲載する広告を市の代わりに募集し、掲載す
る広告のデータを市へ提供するもの。
　掲載箇所　本市ホームページトップページ
　１枠　　　縦６０ピクセル　横１５０ピクセル

一回目入札金額
（消費税を含む）

二回目入札金額
（消費税を含む）

三回目入札金額
（消費税を含む）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 交野市立幼児園体操教室業務委託

2.事業場所 交野市あまだのみや幼児園他２園

3.期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年2月26日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥１，１６６，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱アクバス

9.契約金額 ￥９１５，１２７円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

㈱アクバス 寝屋川市下神田町28-1 847,340 円 落札

ミズノスポーツサービス㈱ 大阪市住之江区南港北1-12-35 欠席

㈱河合楽器製作所大阪公教
販店

大阪市中央区大手通2-2-13 1,380,000 円

シンコースポーツ㈱大阪支
店

大阪市中央区備後町3-3-9 辞退

■業務内容
　　①体操、鉄棒、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
　　②その記録と評価を学期ごとに文書にて報告
■講師:　１名
■対象クラス及び時間
　　4歳児クラス２クラス（40～50名程度） 9:45～10:30
　　5歳児クラス２クラス（40～50名程度） 10:45～11:30
■実施日
　　１幼児園あたり４月から３月のうち１０か月
　　月２回（４５分×４教室）×３園×１０か月
　　※８月は夏休みのため実施なし。

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 長宝寺小学校他１校屋上防水改修工事設計業務委託

2.事業場所 交野市郡津１－４３－１　他１箇所

3.期間 平成28年3月1日～平成28年3月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年2月26日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥２，７２１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 一級建築士事務所　クリエイト クモカワ

9.契約金額 ￥１，５１２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

㈱アイ・エフ建築設計研究所
大阪市中央区船越町1-3-4　ﾂﾘｰﾓﾝ
ﾄ5F

1,750,000 円

一級建築士事務所藤井設計
事務所

交野市私部6-35-4 1,800,000 円

翔夢建築設計事務所
交野市私部2-11-30　プライムコート
201

1,550,000 円

一級建築士事務所　クリエイ
ト　クモカワ

交野市私部3-11-7 1,400,000 円 落札

㈱アリス建築設計事務所 大阪府枚方市大垣内町2-7-21 欠席

交野市立長宝寺小学校及び交野市立私市小学校屋上防水
の老朽化により、室内に雨漏り等が発生しているため、防水
改修工事等の実施設計、積算等を行い、必要な図面、内訳
書、仕様書等を作成するもの。
  ・設計業務一式（積算業務含む）

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 交野市消防本部寝具賃貸借

2.事業場所 交野市天野が原町４－８－１

3.期間 平成28年4月1日～平成31年3月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年2月26日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥２，１６０，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱旭寝具

9.契約金額 ￥１，４３７，１１８円（消費税を含む）
【契約金額（税抜）　布団類641,625円（総額）　シーツ、カバー等145円（単価）】

10.契約日 平成28年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

㈱旭寝具 大阪府交野市妙見坂1-16-1 1,330,665 円
布団　641,625
シーツ　 @147

円 落札

㈱トーカイ大阪東支店 大阪府摂津市鳥飼野々3-3-26 1,950,360 円
布団　1,095,000
シーツ     @180

円

小山㈱ 奈良市大森町47-3 1,771,650 円
布団　821,250
シーツ　 @200

円

三栄基準寝具㈱ 羽曳野市川向2084 1,362,800 円
布団　650,000
シーツ　 @150

円

ワタキューセイモア㈱大阪営業
所

吹田市垂水町3-9-30 1,610,856 円
布団　765,000
シーツ　 @178

円

寝具の内訳
【冬期仕様】(１１月～4月)
　  布団類 冬掛布団  ２５
            　 敷布団     ２５
               毛布        ５０
               枕           ２５
    ｼｰﾂ､ｶﾊﾞｰ等   シーツ
                       掛カバー      1ｾｯﾄ    2週間に1回交換
                       枕カバー
【夏仕様】（5月～１０月）
　 　布団類 夏掛布団   ２５
　   ※シーツ、カバー等の予定数量
　　       24回(1年の注文回数)×66セット×３年＝４，７５２
セット

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 交野市放課後児童会傷害及び賠償責任保険事業

2.事業場所
交野市私部1－５４－１　他１
２箇所

3.期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年2月26日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥７３０，０００円（消費税を含まない）

8.契約の相手方 ㈱ジャパンインシュアランスエージェント大阪支店

9.契約金額 ￥３９０，９３０円（消費税を含まない）

10.契約日 平成28年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 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3階

390,930 円 落札
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 ﾖｼｶﾜﾋﾞﾙ901

640,870 円

㈱保険総合研究所大阪支店
大阪府大阪市中央区久太郎
町4-2-12　本町TDビル3階

辞退

山口総合保険
大阪府寝屋川市萱島本町6-
5

1,550,520 円

㈱ユーライン
大阪府大阪市北区梅田1-3-
1-1000　大阪駅前第1ビル10
階

405,330 円

㈱関西保険センター 寝屋川市香里新町19-5 1,284,240 円

■対象人数　児童　８５０人／日
■対象日数　通常開設　２０３日（授業終了～午後６時３０分）
　　　　　　長時間開設　７７日（午前８時～午後６時３０分）
　　　　　　※土曜日、春・夏・冬休み等の学校休業日
■対象事故　児童会活動中の事故（施設外活動含む）
　　　　　　児童会が主催する遠足等の野外活動
　　　　　　学校・自宅～児童会の通会経路中の事故
■補償内容　傷害保険　通院　１，５００円／日
　　　　　　　　　　　入院　２，５００円／日
　　　　　　　　　　　死亡・後遺障害　３００万円
　　　　　　賠償責任保険　身体　１億円／名（５億円／事故）
　　　　　　　　　　　　　財物損壊　５００万円／事故

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



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 交野市内

3.期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年2月26日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥７２０，０００円（消費税を含まない）

8.契約の相手方 ㈱ジャパンインシュアランスエージェント大阪支店　　

9.契約金額 ￥４８７，８３０円（消費税を含まない）

10.契約日 平成28年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 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3階

487,830 円 落札
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 ﾖｼｶﾜﾋﾞﾙ901

502,690 円

㈱保険総合研究所大阪支店
大阪府大阪市中央区久太郎
町4-2-12　本町TDビル3階

辞退

山口総合保険
大阪府寝屋川市萱島本町6-
5

1,050,560 円

㈱ユーライン
大阪府大阪市北区梅田1-3-
1-1000　大阪駅前第1ビル10
階

655,930 円

㈱関西保険センター 寝屋川市香里新町19-5 辞退

住民団体又は市が行う日帰り活動中（経路含む）の偶発事故に対応する
保険をかけるもの。
■対象者　住民活動の参加者（市民のみ）
　　　　　市が主催・共催する行事等の参加者（市民以外も可）
　　　　　住民活動の指導者等（市民以外も可）
■補償内容　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
　　　　　　賠償責任保険　身体障がい　５億円／事故
　　　　　　　　　　　　　　　　（最高１億円／名）
　　　　　　　　　　　　　財物損壊　５００万円／事故

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 乙辺浄化センター水質測定業務

2. 工事場所 交野市星田北１－７－５ 乙辺浄化センター内

3. 工　　　期 平成28年4月1日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年2月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，９８０，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 エスク三ツ川㈱

9.契約金額 ￥１７０，６８３円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

㈱環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1‐3‐5 1,952,340 円

エスク三ツ川㈱ 大東市三箇4‐18‐18 158,040 円 落札

日本メンテナスエンジニアリング
㈱

大阪市北区同心1‐7‐14 678,600 円

㈱日水コン大阪支社 吹田市江坂町1‐23‐101 辞退

㈱ケイ・エス分析センター 富田林市錦織南2‐9‐2 365,400 円

①  し尿受水槽、浄化槽汚泥受入槽及び生し尿貯留槽の有機汚泥の
    分析・測定(下水道放流基準8項目)
② 上記の測定・分析を毎月1回行う。

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 平成２８年度大気環境測定機器保守点検業務委託

2.事業場所

3.期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年2月26日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥８，４２４，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 環境計測㈱

9.契約金額 ￥７，４３０，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

環境計測㈱ 京都市伏見区竹田北三ツ杭町84 6,880,000 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 7,700,000 円

㈱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

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

■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
　  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）
　　点検項目は、「環境大気常時監視実務推進マニュアル第３版」及び各機器取扱い説明書に準じること

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 平成２８年度河川水質調査業務委託

2.事業場所 交野市私市9丁目(天野川)他７ヶ所

3.期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年2月26日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 　￥１，７０６，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 帝人エコ・サイエンス㈱関西事業所

9.契約金額 　￥１，４０４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

㈱環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 2,050,000 円

帝人エコ・サイエンス㈱関西
事業所

大阪府茨木市南目垣1-4-1 1,300,000 円 落札

いであ㈱大阪支社 大阪市住之江区南港北1-24-22 2,900,000 円

中外テクノス㈱関西支社 大阪市北区中崎西4-3-27 辞退

㈱日吉 近江八幡市北之庄町908 辞退

■対象河川　市内河川８ヶ所（天野川[3ヶ所]、星田中川、江尻川､傍示川、野々田川、がらと川）
■業務内容　受託者の業務
　　　　　　　　　　①検体の分析及び報告
　　　　　　　　　　②委託者の業務以外の業務（採水容器の提供､　ｐH計･温度計の貸出）
　　　　　　　　委託者の業務
　　　　　　　　　　①検体の採取
　　　　　　　　　　②検体の採取日時及び採取場所等の記録
■分析項目及び検体数　別表
■検体採取日程　６・９・１２・２月の各１回及び臨時１回

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 平成２８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2-2631-3他1筆及び交
野市天野が原町2-652-8他2筆

3.期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年2月26日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 　￥９５０，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱中央クリエイト関西支店

9.契約金額 　￥５４０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

応用技術㈱
大阪市北区中崎西2-4-12梅田セン
タービル

辞退

㈱アクト音響振動調査事務
所

大阪市淀川区西中島4-6-29 560,000 円

㈱環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 630,000 円

㈱総合環境計画大阪支社 大阪市西区立売堀1-3-13 557,000 円

㈱中央クリエイト関西支店 大阪市淀川区西中島1-15-2 500,000 円 落札

第二京阪道路関係８者で決定した「環境監視の実施方針」に基づき行う調査。
■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。

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 平成２８年度窒素酸化物濃度簡易調査委託

2.事業場所 交野市内（14定点）

3.期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年2月26日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 　￥８８５，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱環境総合テクノス

9.契約金額 　￥６５８，８００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

帝人エコ・サイエンス㈱関西
事業所

大阪府茨木市南目垣1-4-1 790,000 円

㈱環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 610,000 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2-36-27 750,000 円

日本検査㈱理化学試験セン
ター

東大阪市吉田本町3-7-10 1,130,000 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。
　・測定項目　一酸化窒素（ＮＯ＝ＮＯｘ－ＮＯ２）
　　　　　　　　　二酸化窒素（ＮＯ２）
　　　　　　　　　窒素酸化物（ＮＯｘ）
　・測定方法　ＰＴＩＯ法
　・測定時期　月１回。１回当たりの暴露時間は１週間
　・測定地点　市内１４か所

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）


