
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 公共施設太陽光発電設備システム設置工事

2. 工事場所 交野市天野が原町5-65-1

3. 工　　　期 平成27年8月3日～平成27年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年7月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２２，３８８，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１７，５８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 セイヤ電気

10.契約金額 ￥１８，９６４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年8月3日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
橘電工㈱ 交野市私市6-17-15 17,580,000 円
㈱北村商店 交野市私部5-2-38 17,580,000 円
小川電機工事㈱ 交野市星田北5-21-5 欠席
セイヤ電気 交野市妙見坂3-11-14 17,580,000 円 落札（くじ）

・太陽光発電設備工事に伴う電気設備工事　一式
・太陽光発電設備工事　　　　　　　　　　一式
連系する電力系統　低圧連系、若しくは高圧連系
発電設備の種類　　太陽電池発電所
設備容量　　　　　太陽電池容量　10kW相当
パワーステーション容量　5.5kW×2台
リチウムイオン蓄電池容量　5kWh×2台



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 地方税電子申告サービス提供業務（長期継続契約）

2. 事業場所 交野市内

3. 期　　　間 平成27年12月21日～平成32年12月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年7月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１７，７７６，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱TKC

9.契約金額 ￥２，６５６，８００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年8月3日

11.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3-3-3 10,700,000 円
㈱日立システムズ関西支社 大阪府大阪市北区中之島3-3-23 6,540,000 円
㈱TKC 栃木県宇都宮市鶴田町1758 2,460,000 円 落札

地積測量図求積表パンチ入力（公共座標、局地座標）　１０年分
地番図道路骨格調整作業　５６，３００筆
未特定家屋抽出　調査棟数２９，４７３棟
家屋図形の位置及び形状修正作業　２９，４７３棟
地番図、家屋図、路線価図　世界測地系座標値変換作業　９年分
地番図異動修正作業　２，５００筆／年
家屋異動修正作業　３５０棟／年
地目路線図・画地区分図作成　一式
地番・路線・地目図縮小製本（土地用）　一式
家屋調査用地番図縮小製本（家屋用）　一式
庁内利用地番図データ作成（シェイプ形式）　一式
世界測地系変換済み過年度システムデータのインストール　一式
システムデータインストール作業　一式
システム保守管理　一式
閲覧用地番図製本（窓口用）　一式
地番図縮小製本（土地用）　一式
地番図縮小データ（ＰＤＦデータ）　一式
※業務概要は年度ごとに若干異なる



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市役所庁舎敷地内樹木剪定等業務委託

2. 事業場所
交野市私部1-1-1（交野市役所本館・別館敷地
内）

3. 期　　　間 平成27年8月4日～平成27年9月13日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年7月30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 ㈱交野興業交野支店

9.契約金額 ￥１，０２６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年8月3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
交野造園 交野市私部2-13-11 1,200,000 円
㈱前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 1,020,000 円
石田造園土木㈱交野支店 交野市寺2-18-17 980,000 円
㈱交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 950,000 円 落札
河本興業㈱交野営業所 交野市私部西2-13-18 1,150,000 円

剪定業務 一式
　剪定対象高木 24本
　剪定枝運搬 13㎡
刈込み業務 一式
　刈込み面積（寄植え）485㎡
除草業務 一式
　道路除草面積 700㎡
　集草・積込運搬 700㎡
清掃業務 一式
　排水溝清掃 120m



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 乙辺浄化センター水質測定業務

2. 事業場所 交野市星田北1-7-5（乙辺浄化センター内）

3. 期　　　間 平成27年8月3日～平成28年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６５８，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱日吉

9.契約金額 ￥４７５，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年8月3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
㈱環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 1,050,000 円
帝人エコ・サイエンス㈱関西事業所 大阪府大茨木市南目垣1-4-1 2,112,000 円
いであ㈱大阪支社 大阪市住之江区南港北1-24-22 2,140,000 円
エヌエス環境㈱関西支社 吹田市垂水町2-36-27 辞退
㈱日吉 近江八幡市北之庄町908 440,000 円 落札

測定箇所　し尿受入槽、浄化槽汚泥受入槽、生し尿貯留槽
測定項目　水素イオン濃度
生物化学的酵素要求量
浮遊物質量
窒素含有量
りん含有量
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱物由来）
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物由来）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 乙辺浄化センター臭気測定業務

2. 事業場所 交野市星田北1-7-5（乙辺浄化センター内）

3. 期　　　間 平成27年8月3日～平成28年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８７４，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本検査㈱理化学試験センター

9.契約金額 ￥７３４，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年8月3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
日本検査㈱理化学試験センター 東大阪市吉田本町3-7-10 680,000 円 落札
㈱タツタ環境分析センター 東大阪市岩田町2-3-1 欠席
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 1,528,000 円
エヌエス環境㈱西日本支社 吹田市垂水町2-36-27 辞退
環境計測㈱ 京都市伏見区竹田北三ツ杭町84 辞退

測定箇所
３箇所
測定項目
・大気敷地境界２２物質
アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセ
トアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマ
ルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケ
トン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草
酸
・排出口１３物質
　　アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒ
ド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、
酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 厨房備品の購入

2. 事業場所 交野市立新学校給食センター（交野市倉治9丁目地内）

3. 納期限 平成28年2月12日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５３，３８４，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱中西製作所大阪支店

9.契約金額 ￥５２，７０１，９１５円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年8月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用
㈱中西製作所大阪支店 大阪市生野区巽南5-4-14 48,798,070 円 落札
日本調理機㈱関西支店 豊中市走井2-9-2 辞退
ACE厨設㈱ 吹田市青葉丘南6-9-301 辞退
王子テック㈱大阪営業所 大阪市城東区関目1-23-17 辞退
三和厨房㈱ 八尾市中田4-153 辞退
日化産業㈱ 大阪市此花区西九条3-16-3 辞退
㈱フジマック大阪営業所 吹田市垂水町1-41-2 辞退

（同等品不可）
飯碗カゴ、汁碗カゴ、角仕切皿カゴ　各２４０
スプーンカゴ、備品カゴ　各２３８
汁用保温食缶、天ぷらパット、和え物用保冷食缶　各２３８
スライサー用円盤　１０
パンばさみ、トング、お玉（８０ｃｃ）、お玉（１００ｃｃ）、
ヌードル杓子　各２３８　等
（同等品可）
アレルギー対応食用保温容器（ＪＢＮ）　７０
アレルギー対応食用保温容器（ＤＳＣ）　７０
穴あきスプーン　６０００
包丁　４０
まな板　１８
波型ホテルパン　３６０
穴あきホテルパン　２４０
運搬型給食パット　７０　等

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成27年度交野市無線通信式防犯カメラ賃貸借契約

2. 事業場所 交野市内50箇所

3. 期　　　間 平成27年8月3日～平成32年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２６，８２７，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日立キャピタル株式会社

9.契約金額 ￥１９，０３８，２４０円（消費税を含む）　

10.契約日 平成27年8月3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
日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋1-3-1 17,628,000 円 落札
京阪ビルテクノサービス株式会社 大阪府枚方市西禁野1-3-35 18,000,000 円
NTTファイナンス株式会社関西支店 大阪府大阪市中央区平野町2-3-7 28,608,000 円
三井住友トラスト・パナソニックファイナ
ンス株式会社本社

東京都港区芝浦1-2-3 辞退

セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前1-5-1 辞退
日本パナユーズ株式会社 大阪府大阪市港区築港3-5-12 辞退

　防犯カメラ　５０台
　　屋外設置可能なズームレンズ、ハウジング一体型のドーム型構造であり、無線ＬＡＮ方式
で映像を伝送できるもの。
　専用端末機器（ノートパソコン）　２台
　　収集される映像情報のモニタリング、防犯カメラの制御（ズーム）及び映像が記録された媒
体等に蓄積された映像情報を再生・検索する装置であり、外部記録媒体に記録できる機能を
有するもの。
　告知板　５０枚
　　防犯カメラ設置場所近辺に設置するもの。



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成27年度交野市防犯灯ＬＥＤ化事業第2期工事

2. 工事場所 交野市内504箇所

3. 工　　　期 平成27年8月1日～平成27年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，７４１，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７，６１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈲真電

10.契約金額 ￥８，２１８，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年7月31日

12.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 7,610,000 円
株式会社興亜電業社交野営業所 交野市倉治5-6-5 7,610,000 円
株式会社北村商店 交野市私部5-2-38 7,610,000 円
橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 7,610,000 円
株式会社みまさか電気工業 交野市私部6-35-5 7,610,000 円
㈲アゴーテック 交野市神宮寺1-26-17 7,610,000 円
㈲岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 7,610,000 円
㈲真電 交野市倉治6-13-10 7,610,000 円 落札（くじ）
セイヤ電気 交野市妙見坂3-11-14 辞退

１０ＶＡ器具　４９１箇所
２０ＶＡ器具　１３箇所



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市内草川排水区浸水対策調査業務

2. 事業場所 交野市森北１丁目地内他

3. 期　　　間 平成27年8月4日～平成27年12月25日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，３８０，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱オリエンタルコンサルタンツ関西支店

9.契約金額 ￥６，１５６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年8月3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
浜エンジニアリング㈱大阪支店 交野市東倉治3-10-8 8,800,000 円
㈱オリエンタルコンサルタンツ関西支店 大阪市北区中之島3-2-18　住友中之島ﾋﾞﾙ 5,700,000 円 落札
国際航業㈱大阪支店 大阪市中央区南船場2-3-2　（南船場ハートビル） 6,100,000 円
㈱東京建設コンサルタント関西支社 大阪市北区天満橋1-8-63トーケン大阪ビル 6,900,000 円
㈱エース大阪支社 大阪市中央区釣鐘町2-1-4-304 6,100,000 円
㈱日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 8,800,000 円
㈱ニュージェック大阪事務所 大阪市北区本庄東2-3-20 24,000,000 円

計画準備　一式
資料整理　一式
現地調査　一式
水路流下能力算定　一式
浸水シミュレーションの構築　一式
対応策検討　一式
報告書作成　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私市山手17号線他舗装補修工事

2. 工事場所 交野市私市山手3丁目地内

3. 工　　　期 平成27年8月4日～平成27年11月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，５８６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，３３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 堀舗道建設㈱交野営業所

10.契約金額 ￥６，８３６，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年8月3日

12.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱雨田組 交野市星田北6-2-12 6,330,000 円
㈲和紀総合 交野市郡津1-55-13 6,330,000 円
水谷工業㈱ 交野市星田北6-2-14 6,330,000 円
㈱ケイ・エス 交野市私部5-19-6 6,330,000 円
堀舗道建設㈱交野営業所 交野市天野が原2-4-15 6,330,000 円 落札（くじ）
㈱正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 6,330,000 円

土工　　　一式
撤去工　　一式
舗装工　　Ａ＝９５９㎡
区画線工　一式
付帯工　　一式
施工延長　Ｌ＝１７０ｍ
施工面積　Ａ＝９５９㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私市山手17号線他舗装補修に伴う汚水取付管（陶管）取替工事

2. 工事場所 交野市私市山手3丁目地内

3. 工　　　期 平成27年8月3日～平成27年10月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，１１０，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，３１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 豊成建設工業㈱交野営業所

10.契約金額 ￥２，４９４，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年8月3日

12.参加業者等

指名競争入札 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
河本技建工業㈱交野営業所 交野市私部3-12-16 2,900,000 円
豊成建設工業㈱交野営業所 交野市向井田1-26-9 2,310,000 円 落札（くじ）
ケイ・プランニング・コーポレーション 交野市私市8-16-52 2,310,000 円
㈲古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 無効
加賀ポンプ店 交野市倉治6-3-1 辞退

土工　一式
取付管布設工
取付管工　ＶＵφ １５０ｍｍ　Ｎ＝２１箇所
付帯工　一式
舗装工（仮復旧）
　路盤工　ＲＣ－３０　ｔ＝１５㎝　Ａ＝４６．５０㎡
　表層工　再生密粒Ａｓ　ｔ＝５㎝　Ａ＝４６．５０㎡
施工面積　Ａ＝４６．５０㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市議会議員選挙投開票所物品搬入搬出等業務委託

2. 事業場所

3. 期　　　間 平成27年8月3日～平成27年9月18日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９１８，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本通運株式会社大阪東支店

9.契約金額 ￥８００，１２０円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年8月3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
日本通運㈱大阪東支店 大阪府守口市八雲中町2-10-3 740,852 円 落札
㈱ダイコク 大阪府交野市星田北5-12-35 欠席
㈱ホープ枚方営業所 大阪府枚方市長尾元町7-20-20 2,200,000 円
御厨運送㈱ 大阪府東大阪市御厨4-2-34 辞退
㈱前田造園交野支店 大阪府交野市私部5-2-33 辞退

交野市内20箇所（投票所）、開票所、市役所及び指定した場所

交野市議会議員選挙において、投票所（２０か所）、開票所等における物品の搬入・回収を行
うもの。投票用紙交付機、投票箱、投票箱置台、記載台、ロールマット、車椅子、投光器等。



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市議会議員選挙期日前投票事務人材派遣業務委託

2. 事業場所 交野市私部1-1-1

3. 期　　　間 平成27年9月7日～平成27年9月12日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，０８０，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 テルウェル西日本株式会社

9.契約金額
8時間まで　1,250円/時間（消費税を含まない）
8時間超　　1,562円/時間（消費税を含まない）

10.契約日 平成27年8月3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

テルウェル西日本㈱ 大阪府大阪市中央区森之宮中央1-7-12
①8時間まで　1,250円/時間

②8時間超　1,562円/時間
合計金額　　675,725円

落札

㈱ジャパンクリエイト 大阪市淀川区東三国4-3-1 辞退
㈱パソナ 大阪府大阪市中央区淡路町4-2-15 欠席

テンプスタッフ㈱西日本サービス部
大阪府大阪市北区大深町3-1グランフロント大
阪タワーB17F

辞退

シダックス大新東ヒューマンサービス
㈱関西支店

大阪府大阪市中央区道頓堀1-2-15 欠席

㈱ＫＯＳＭＯ 大阪府大阪市中央区道頓堀1-2-15 辞退

合計金額は、①の単価×400時間と②の単価×112.5時間を合算したもの。

１．案内、受付（パソコン操作）、場内整理、投票用紙交付等の投票事務
２．期間　９月７日（月）～９月１２日（土）
３．就業時間　午前８時３０分～午後８時
（実働１０時間１５分、休憩１時間１５分）
４．就業場所　交野市役所本館１階ホール
５．現場責任者　選挙管理委員会事務局局長
６．指揮命令者　選挙管理委員会事務局次長
７．派遣労働者の数　平日８人、土曜日１０人



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市役所別館西側外壁等補修工事

2. 工事場所 交野市私部1-1-1（市役所別館敷地内）

3. 工　　　期 平成27年8月4日～平成27年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，８５７，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，４６０，０００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 ￥１，５７６，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年8月3日

12.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱西工務店 交野市私部5-23-15 1,460,000 円
㈱上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 1,460,000 円 落札
㈱吉信工務店 交野市郡津1-55-14 1,720,000 円
安積建設㈱交野営業所 交野市星田西4-11-4 辞退
北口建設工業㈱交野営業所 交野市大字星田5316-42 1,740,000 円

直接仮設工事　一式
防水工事　一式
外壁・階段等補修工事　一式
塗装工事　一式
雑工事　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市議会中継システム設置工事

2. 工事場所 交野市私部1-1-1

3. 工　　　期 平成27年11月1日～平成28年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，９９０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７，６４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 久保田電音

10.契約金額 ￥８，２５１，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年8月3日

12.参加業者等

指名競争入札 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
ＴＯＡ株式会社大阪営業所 大阪市中央区安土町1-8-15　6Ｆ 8,640,000 円
日新電機株式会社関西支社 大阪市北区中之島3-3-23（中之島ダイビル内） 辞退
久保田電音 枚方市田口4-60-6 7,640,000 円 落札（くじ）
株式会社近畿システムプラン 寝屋川市梅が丘1-5-21 8,340,000 円
株式会社日電商会 堺市堺区山本町１丁36-6 欠席
株式会社興亜電業社交野営業所 交野市倉治5-6-5 9,250,000 円
ジャトー㈱ 大阪市北区末広町1-22 7,640,000 円

①議場内カメラ・ディスプレイ
　 カメラ２台・ディスプレイ４台等　一式
②機器収納架（既設再使用品を除く）
　 ＡＭＸ制御コントローラー等　一式
③ＷＥＢサーバーラック（既設木製ラックを流用）
　 ギガアクセスＶＰＮルーター・液晶モニター等　一式
④操作卓
　 操作用パソコン・制御用プログラム用開発費等　一式
⑤工事費、雑材費、調整費、撤去処分費　一式


