
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

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成33年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年2月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２３，７０６，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社大庫ビルサービス

9.契約金額 ￥１７，４１８，２４０円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年3月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社サービスルーター 枚方市田口山1-35-11‐105 19,000,000 円

近畿ビルテクノ株式会社 大阪狭山市池之原3-1017-2 21,132,000 円

株式会社大庫ビルサービス 枚方市楠葉美咲3-13-16 16,128,000 円 落札

ダイセイ美建株式会社 大阪市天王寺区悲田院町8-11 16,824,000 円

株式会社クレイブ 大阪市住吉区長居東1-8-9 22,284,000 円

株式会社アカツキ 堺市東区日置荘西町3-5-2 31,680,000 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 16,500,000 円

株式会社サンアメニティ大阪支社 大阪市中央区南新町2-3-7 26,790,000 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 18,600,000 円

(1)総合清掃
・日常清掃
　延床面積　6019.40㎡
　　　　内訳　本館　    4136.26㎡
　　　　　　　　別館　　 1684.40㎡
　　　　　　　　第2別館　198.74㎡
・定期清掃
　弾性床材の洗浄・水性ワックス仕上げ（年4回）
　　延床面積　6019.40㎡
　カーペット清掃（年４箇月）
　　延床面積235.6㎡

(2)臨時清掃
　窓ガラス清掃（年２回）
　延面積　703㎡
　　内訳　本館　　  458㎡
　　　　　　別館　　  181㎡
　　　　　　第２別館　64㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市役所本館等設備保守管理業務委託

2. 場　　　所 交野市私部1－1－1

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成33年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年2月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１２，９７０，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社クレイブ

9.契約金額 ￥７，４８４，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年3月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

近畿ビルテクノ株式会社 大阪狭山市池之原3-1017-2 7,092,000 円

株式会社クレイブ 大阪市住吉区長居東1-8-9 6,930,000 円 落札

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 13,212,000 円

対象施設：交野市役所本館、別館及び第２別館
主たる業務
　（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、空調機類および付帯設備の運転
並び
　　　 に保守、ポンプ設備、配管系統およ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）冷却塔及び空調設備内排水受けの点検
　（８）湧水槽のｐＨ値、臭気、外観の検査
　（９）庁舎附属設備、備品等の軽易な修繕

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 健康増進センター及び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5-5-1

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成33年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年2月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１０，０６５，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社大庫ビルサービス

9.契約金額 ￥６，２２０，８００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年3月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社サービスルーター 枚方市田口山1-35-11‐105 8,500,000 円

近畿ビルテクノ株式会社 大阪狭山市池之原3-1017-2 10,620,000 円

株式会社大庫ビルサービス 枚方市楠葉美咲3-13-16 5,760,000 円 落札

ダイセイ美建株式会社 大阪市天王寺区悲田院町8-11 7,020,000 円

株式会社クレイブ 大阪市住吉区長居東1-8-9 9,799,200 円

株式会社アカツキ 堺市東区日置荘西町3-5-2 12,960,000 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 8,500,000 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 9,659,000 円

入札金額（消費税を除く）

・日常清掃
　延床面積　1998.5㎡
　　　　内訳　健康増進センター　   1519.0㎡
　　　　　　　　機能支援センター　　 弾性床材　204.0㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カーペット　275.5㎡
・定期清掃
　床清掃・ワックス等（年６回）
　　延床面積　1245.9㎡
　カーペット清掃（年２回）
　　延床面積　275.5㎡

・臨時清掃
　窓ガラス清掃（年２回）
　　延面積　248.89㎡
　　　内訳　健康増進センター　   175.0㎡
　　　　　　　機能支援センター　　 73.89㎡
　空調設備清掃
　　　吹き出し口65箇所
　　　エアコン　23台



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成30年度大気環境測定機器保守点検業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年2月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥９，２９８，８００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 ￥８，５１０，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年3月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社デイケイケイサービス関
西

門真市宮前町1-6 8,250,000 円

大阪環境保全株式会社 大阪市住吉区我孫子東2-6-17 8,200,000 円

株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 9,400,000 円

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 7,880,000 円 落札

入札金額（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（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
　　扱説明書に準じること。



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 広報紙の有料広告掲載

2. 場　　　所 交野市私部1－1－1

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年2月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１６，４７０円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社ホープ 大阪営業所

9.契約金額 ￥１９，５４８円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年3月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社宣成社 大阪市中央区北浜1-5-8 17,500 円

株式会社ホープ 大阪営業所 大阪市中央区伏見町4-4-9-3F 19,548 円 落札

平成３０年６月１日号から平成３１年５月１日号までに広報紙へ掲載する有
料広告の広告主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　広報紙「広報かたの」
　枠サイズ　縦45.25mm　横84.50mm
　　　　　　　　（2枠を一体的に使用することも可能）
　　　　　　　　カラーは4色フルカラーとする。
　枠数　　　　一月あたり最低４枠以上、最大１５枠程度

入札金額（消費税を含む）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 ホームページの有料広告掲載

2. 場　　　所 交野市私部1－1－1

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年2月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥６，７５０円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社ホープ 大阪営業所

9.契約金額 ￥８，７４８円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年3月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社宣成社 大阪市中央区北浜1-5-8 7,500 円

株式会社ホープ 大阪営業所 大阪市中央区伏見町4-4-9-3F 8,748 円 落札

入札金額（消費税を含む）

平成３０年５月１日から平成３１年４月３０日までの間、一月ごとに本市ホー
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
　　　　　　　　（アニメーションＧＩＦは表示しない）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 下水道施設管理業務

2. 場　　　所 交野市内

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成33年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年2月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２７，１０８，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社交野興業 交野支店

9.契約金額 ￥２６，２４４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年3月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社交野興業 交野支
店

交野市星田7-2076-1 25,500,000 円 24,300,000 円 落札

柾木工業株式会社 大阪市此花区梅町2-2-25 28,000,000 円 辞退

・市内15箇所のマンホールポンプ施設の維持管理
　　保守点検業務・維持管理業務
　　その他の業務（施設の修理及び清掃等）
　　汚泥搬出業務
・松塚貯留槽の運転管理業務
・星田ポンプ場跡の保安・清掃業務
・伏せ越し部清掃業務

第1回入札金額
（消費税を除く）

第2回入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手3丁目地内汚水管改築工事（管更生）その2

2. 場　　　所 交野市私市山手3丁目地内

3. 期　　　間 平成30年3月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年2月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２３，１９８，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１６，９２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 平和興業株式会社

10.契約金額 ￥１８，２７３，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年3月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社セイワプラント 大阪市住吉区長居4-5-18-104 16,920,000 円

株式会社サンダ 堺市北区金岡町704-1 16,920,000 円

平和興業株式会社 大阪市住之江区粉浜西1-2-6 16,920,000 円
落札候補者
（1位・くじ）

株式会社トキト 堺市中区土師町4-5-17 16,920,000 円

武田興業株式会社 枚方市東船橋1-1 16,920,000 円

株式会社関西工業所 東大阪市俊徳町3-7-19 16,920,000 円

株式会社エコ・テクノ 枚方支店 枚方市北山1-54-55 16,920,000 円

株式会社橋本設備工業所 吹田市豊津町19-16 16,920,000 円

株式会社アレイサービス 東大阪市若江南町5-2-38 16,920,000 円

㈲東阪アメニティ 東大阪市上小阪1-8-14 16,920,000 円

株式会社大阪環境 守口市佐太中町3-1-21 16,920,000 円

株式会社中井保組 大東市北条3-10-21 16,920,000 円

柾木工業株式会社 大阪市此花区梅町2-2-25 16,920,000 円

株式会社エムライン 大阪市此花区梅町2-2-25 16,920,000 円

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 16,920,000 円

一般財団法人 大阪府管更生技術機
構

枚方市牧野本町1-1-59 16,920,000 円

株式会社アキエンタープライズ 枚方市牧野本町1-1-60 16,920,000 円

株式会社ケンセイ 大阪市東淀川区東中島1-18-22 16,920,000 円

環境テクノス株式会社 大阪支店 枚方市招提大谷2-18-1 16,920,000 円

株式会社UDI 枚方市牧野本町1-38-13 16,920,000 円

管きょ内面被覆工（反転・形成工法）
　既設管径250mm　　　　　　l=201.78m
換気工                        　  一式
管きょ更生水替工　　　　　　一式
既設管内洗浄工　　　　　　　一式
既設管内調査工　　　　　　　一式
既設管内処理工　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　　　　一式
施工延長　　　　　　　　　　　L=208.98m

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称

2. 場　　　所 交野市私部1－1－1

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成33年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年2月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３１，５４６，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社会議録研究所

9.契約金額 ￥２９，５８９，１３８円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年3月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16 27,397,350 円 落札

入札金額（消費税を除く）

（１）会議録作成
　①対象会議　本会議、常任委員会及び特別委員会等
　②印刷製本部数　１５部
（２）会議録作成業務
　本会議の会議録について、会議録検索システムＤｉｓｃｕｓｓ用にデータ
フォーマットする。
（３）会議録検索システム稼動業務
　会議録検索システムをインターネットを利用し、ＡＳＰ方式により検索・閲覧
を可能にする。
（４）かたの市議会だより
　年４回編集・印刷する。

会議録作成及び議会情報公開システム稼働業務並びに議会だより編集
及び印刷製本業務



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 有価物（古紙）の売却

2. 場　　　所 交野市私部西３－３－１（環境事業所）

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成30年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９．３３円（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 ￥１０．７０円（消費税を含まない）　　　　　

10.契約日 平成30年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社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

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 3.00 円

マツダ株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町17-8 8.55 円

株式会社西本 枚方市出屋敷西町1-25-15 10.70 円 落札

入札金額（消費税を除く）

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

平成３０年度上期見込み量　１９６，３８８kg
平成２９年度上期実績量　 　１９４，５８０㎏
平成２８年度上期実績量　 　２１０，４１０㎏
平成２７年度上期実績量 　　１８８，０８０㎏



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 コピー用紙購入（Ａ４）

2. 場　　　所 交野市私部1-1-1他

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，５９８円（消費税を含まない）

8.契約の相手方 日本住宅設備株式会社

9.契約金額 ￥１，３３９円（消費税を含まない）　　　　　

10.契約日 平成30年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社京阪工技社 枚方市西禁野2-4-18 2,112 円

株式会社加地 交野市倉治5-1-38 無効※

大杉紙商事 大東市大東町10-16 1,350 円

日本住宅設備株式会社 四條畷市岡山東2-4-1 1,339 円 落札

株式会社カンプリ 高槻市芝生町2-52-10 3,700 円

※委任状を持参しない代理人による入札であったため。

入札金額（消費税を除く）

１．対象用紙　Ａ４コピー用紙（再生紙）
２．品質条件
　（１）坪量　66g/㎡以上
　（２）紙厚　91μm以上
　（３）白色度　70%程度
　（４）平滑度　表25秒以上　裏20秒以上
　（５）総合評価値　80点以上
　（６）その他　①複写機・印刷機・ＦＡＸ対応
　　　　　　　　　②両面印刷対応、平滑度が高く紙詰まりしにくいもの
　　　　　　　　　③印刷時にしわがよりにくいもの
３．契約単価　１箱（2500枚入り）
４．契約者の決定方法
　　　単価に発注見込数を乗じて得た総額にて決定する。
　　　発注見込は、1,440箱、3,600,000枚/年（300,000枚/月）
　　　※契約は単価で締結する。



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成30年度窒素酸化物濃度簡易調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年2月28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 ￥７３４，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 680,000 円 落札

帝人エコ・サイエンス株式会
社関西事業所

茨木市南目垣1-4-1 790,000 円

株式会社日本総合科学 大
阪支所

大阪市淀川区東三国4-11-4新
大阪明成ビル3F

辞退

エヌエス環境株式会社西日
本支社

吹田市垂水町2-36-27 750,000 円

株式会社エヌ・イーサポート
大阪支店

大阪市西淀川区姫島5-4-10 3,600,000 円

入札金額（消費税を除く）

交野市内14箇所

調査項目
　一酸化窒素・二酸化窒素・窒素酸化物
調査方法
　ＰＴＩＯ法
調査時期
　毎月１回実施。１回あたりの暴露時間は１週間とする。
業務分担
　     市     ：サンプラーの設置及び回収に関すること。
　委託業者：市の業務以外（サンプラーの提供及び分析、シェルターの提供）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成30年度第二京阪道路騒音調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年2月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８９２，０８０円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ディービー環境調整株式会社

9.契約金額 ￥５３６，７６０円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年3月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社アクト音響振動調
査事務所

大阪市淀川区西中島4-6-29 600,000 円

株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 640,000 円

ディービー環境調整株式会
社

大阪市淀川区西宮原1-6-60 497,000 円 落札

株式会社オーティーオー技
術研究所

大阪市北区天満1-5-2 620,000 円

株式会社中央クリエイト関西
支店

大阪市淀川区西中島1-15-2 670,000 円

入札金額（消費税を除く）

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

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。


