
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校特別教室空調機設置工事

2. 場　　　所 交野市私部1-54-1　他13箇所

3. 期　　　間 平成30年7月2日～平成30年9月7日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年4月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２４１，９９５，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２０１，６６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 若林設備工業株式会社 交野支店

10.契約金額 ￥２１７，７９２，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年5月1日（本事業は議決案件の為、仮契約日）　 

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

柳生設備株式会社 大阪市北区南森町2-4-32 201,660,000 円

浦安工業株式会社大阪支店 大阪市中央区南船場2-5-8 辞退

サンエス工業株式会社 枚方市伊加賀緑町3-24 201,660,000 円

若林設備工業株式会社 交野支店 交野市倉治3-24-8 201,660,000 円
落札候補者
（1位・くじ）

株式会社日立ビルシステム　関西支社 大阪市北区堂島浜1-2-1 無効 ※

株式会社エネテック大阪 堺市堺区砂道町1-1-29 無効 ※

株式会社精研 大阪市中央区南船場2-1-3 201,660,000 円

対象校：交野市立小・中学校
対象教室：（小学校）図書室、音楽室、理科室　　小計35室
　　　　　　　（中学校）図書室、理科室、美術室　　小計17室
                                                          　小・中合計52室
室外機：小学校計18台、中学校計9台　　　小・中合計27台
室内機：小学校計71台、中学校計42台　　小・中合計113台
・GHP（ガスヒートポンプエアコン）を導入する。

※学校別内訳
（小学校）
交野　4室、星田　3室、郡津　3室、岩船　6室、倉治3室、妙見坂　3室、
長宝寺　3室、旭　3室、藤が尾　4室、私市　3室
（中学校）
第一　4室、第二　4室、第三　5室、第四　4室

入札金額（消費税を除く）

※内訳書の提出がなかったため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立私市小学校3階教室空調機設置工事

2. 場　　　所 交野市私市9-5-10

3. 期　　　間 平成30年5月2日～平成30年6月8日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年4月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，０１７，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，３４０，０００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 ￥３，６０７，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年5月1日

12.参加業者等

指名業者名 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4-47-9 3,340,000 円 落札（くじ）

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 3,614,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 3,340,000 円

株式会社北村商店 交野市私部5-2-38 3,340,000 円

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 3,340,000 円

対象校：私市小学校
対象教室：3F 少人数教室
室外機：既存室外機を利用し、分岐するものとする
室内機：１台　冷房能力14.0kw　暖房能力16.0km　5HP　相当
・ＧＨＰ（ガスヒートポンプエアコン）を導入する。
・集中リモコン本体は既設品再利用とする。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市橋梁（歩行者用）補修工事設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年5月2日～平成30年10月12日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年4月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，９８３，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社アーバンパイオニア設計

9.契約金額 ￥４，２１２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年5月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社アスコ大東 大阪市中央区南本町3-6-14 8,125,000 円

内外エンジニアリング株式
会社大阪支社

大阪市中央区高麗橋1-6-10 7,500,000 円

株式会社オオバ大阪支店 大阪市中央区淡路町1-7-3 5,480,000 円

開発虎ノ門コンサルタント株
式会社関西支店

大阪市北区南森町1-2-25 11,000,000 円

株式会社アーバンパイオニ
ア設計

大阪市北区末広町3-3 3,900,000 円 落札

株式会社オリエンタルコン
サルタンツ関西支店

大阪市北区中之島3-2-18　住
友中之島ビル

6,500,000 円

交野市郡津1-43-1先他

橋梁補修工事設計　　一式
対象　・私市橋　　　　　幅3.6ｍ、長さ34.5ｍ
　　　　・長宝寺②橋　　幅3.35ｍ、長さ8.4ｍ
内容　設計計画、形状寸法測定、埋設・添加物調査、部材細目計測及び
        調査、橋梁補修詳細設計

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立長宝寺小学校境界確定測量業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年5月2日～平成30年12月27日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年4月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，３４１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 冨田登記測量事務所

9.契約金額 ￥３，７５８，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年5月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

冨田登記測量事務所 交野市私部西1-6-5-210 3,480,000 円 落札

吉田登記測量事務所 交野市郡津4-3-6 3,500,000 円

谷川登記測量事務所 寝屋川市成田東町32-2 4,500,000 円

土地家屋調査士法人コクド 寝屋川市木田町3-26-105 4,940,000 円

水野土地家屋調査士事務
所

枚方市楠葉並木2-22-10 3,510,000 円

交野市郡津１－４３－１

・長宝寺小学校（約2.1万㎡）の境界確定測量
・学校敷地と道路の分筆
・学校敷地内の里道の表示登記
上記作業に伴う地図訂正と表示登記、分筆、合筆作業一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 Ｂ４更紙の購入

2. 場　　　所 交野市私部1-54-1（交野小学校）他13か所

3. 期　　　限 平成30年5月1日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年4月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格

8.契約の相手方

9.契約金額

10.契約日 平成30年5月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社日興商会高槻支店 高槻市日向町6-24 欠席

株式会社加地 交野市倉治5-1-38 辞退

大杉紙商事 大東市大東町10-16 590 円 落札

日本住宅設備株式会社 四條畷市岡山東2-4-1 601 円

大阪市学校用品株式会社 大阪市東成区神路3-4-13 675 円

品質について下記の品質条件を満たすこと。
【サ　イ　ズ】　Ｂ４
【契約単位】　1,000枚入/冊
【最低発注単位】　20冊
・坪量　48g/㎡以上
・紙厚　83μm以上
・白色度　50～55％程度
・平滑度　28～40秒程度
・古紙含有率　70％以上
・こわさ（縦）　54～85㎤/100
・購入予定数量　5,603冊(1,000枚/冊)

￥６３８円（消費税を含まない）

大杉紙商事

￥５９０円（消費税を含まない）　　　　　

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立野外活動センター設備等解体撤去工事

2. 場　　　所 交野市大字傍示226番　他17筆

3. 期　　　間 平成30年5月1日～平成30年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年4月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，４９５，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，７７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社西工務店

10.契約金額 ￥６，２３１，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年5月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 5,770,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 5,770,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 5,770,000 円 落札（くじ）

北口建設工業株式会社 交野営
業所

交野市大字星田5316-42 5,770,000 円

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 5,770,000 円

株式会社野村工務店 交野市星田4-16-5 6,800,000 円

解体撤去工事　一式
　大テント、炊事場、トイレ、給水ポンプ等

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 軽量空気ボンベの購入

2. 場　　　所 交野市消防本部（交野市天野が原町4-8-1）

3. 期　　　限 平成31年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年4月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格

8.契約の相手方

9.契約金額

10.契約日 平成30年5月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

キンパイ商事株式会社
大阪市淀川区西宮原2-1-3SORA新大
阪21・1401室

1,960,000 円

近畿エア・ウォーター株式会社 大阪市中央区南船場2-12-8 2,240,000 円

株式会社セフティー・サービス 守口市南寺方南通3-1-23 1,862,000 円 落札

株式会社河本総合防災大阪支店
大阪市中央区南新町1-2-4椿本ビル9
Ｆ

辞退

株式会社マトイ防災 大阪市東住吉区杭全7-4-21 1,887,200 円

軽量空気ボンベ　　14本
　規格：カーボンFRP容器　アルミニウム合金
　高圧ガス容器関連法令に適合していること
　内容量：4.7L
　最高充填圧力：29.4MPa
　携帯空気量：1,270Ｌ
　寸法：外径140mm以下、長さ485mm以下（バルブ除く）
　バルブ角度：90度（ゲージ無）

￥２，２３５，６００円（消費税を含む）

株式会社セフティー・サービス

￥２，０１０，９６０円（消費税を含む）　　　　　

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 災害対応特殊救急自動車の購入

2. 場　　　所 交野市消防本部（交野市天野が原町4-8-1）

3. 期　　　間 本契約日から180日以内

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年4月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格
￥２４，８９４，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方

9.契約金額
￥２１，４９２，０００円（消費税を含む）　　　　　

10.契約日 平成30年5月1日（本事業は議決案件の為、仮契約日）　 

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

大阪トヨペット株式会社法人営業部 大阪市此花区北港1-4-64 19,900,000 円 落札

キンパイ商事株式会社
大阪市淀川区西宮原2-1-3SORA新大
阪21・1401室

20,100,000 円

株式会社赤尾大阪営業部 大阪市西区新町4-13-1 辞退

日産大阪販売株式会社 交野店 交野市星田北1-29-3 辞退

株式会社モリタ関西支店 兵庫県三田市テクノパーク2-3 辞退

株式会社関電Ｌ＆Ａ 大阪市西淀川区歌島2-4-7 20,200,000 円

高規格救急自動車４ＷＤ　　　１台
（消防庁認定「高規格救急自動車」とし、「救急業務実施基準」第10条に
定める要件に適合すること）

大阪トヨペット株式会社法人営業部

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 低木（ドウダンツツジ）購入

2. 場　　　所 市指定場所

3. 期　　　限 平成30年6月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年4月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格

8.契約の相手方

9.契約金額

10.契約日 平成30年5月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 794,000 円

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 825,000 円

京阪園芸株式会社 枚方市伊加賀寿町1-5 562,100 円 落札

株式会社タイキ 大阪市天王寺区寺田町1-1-2 900,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 684,000 円

ドウダンツツジ　（H=0.5m  W=0.25m）　　　770本

￥９９７，９２０円（消費税を含む）

京阪園芸株式会社

￥６０７，０６８円（消費税を含む）　　　　　

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成30年度複合機等賃貸借

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年6月1日～平成35年5月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年4月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格（単価）

①２．７０円
②５．５８円
③５．６４円
④２０．４５円
⑤７．７９円

8.契約の相手方

9.契約金額

10.契約日 平成30年5月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

リコージャパン株式会社販
売事業本部 関西MA事業部
官公庁・文教営業部

大阪市中央区本町橋1-5

富士ゼロックス大阪株式会
社公共営業部

大阪市中央区今橋2-5-8
①、②
落札

キヤノンシステムアンドサ
ポート株式会社大阪中央営
業部 大阪中央営業所

大阪市中央区本町2-5-7

シャープマーケティングジャ
パン株式会社ビジネスソ
リューション社

大阪市平野区加美南3-8-25
③

落札

東芝テック株式会社 関西支
社

大阪市淀川区宮原4-1-6
④、⑤
落札

コニカミノルタジャパン株式
会社関西支社

大阪市西区西本町2-3-10

①1.38円
②4.65円
③　辞退
④　辞退
⑤　辞退

交野市私部1-1-1　他6箇所

■予定印刷枚数等（年間）
①モノクロ（２台）：４２０，０００枚
②モノクロ：３６，０００枚
③モノクロ：３６，０００枚
④モノクロ：８，０００枚
⑤モノクロ（２台）：４０，０００枚
■保守体制
・月１回以上の定期点検
・開庁時に通報した修理等は可能な限り速やかに対応
■契約方法
長期継続契約

①、②：富士ゼロックス大阪株式会社 公共営業部
③：シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソ
リューション社
④、⑤：東芝テック株式会社 関西支社

①モノクロ：0.84円／枚
②モノクロ：2.88円／枚
③モノクロ：3.44円／枚、
④モノクロ：9.00円／枚
⑤モノクロ：4.50円／枚

入札金額（消費税を除く）

①0.84円
②2.88円
③4.75円

④12.90円
⑤8.35円

①1.60円
②3.40円
③　辞退

④10.00円
⑤　辞退

①0.98円
②3.44円
③3.44円

④18.30円
⑤5.40円

①1.31円
②3.50円
③3.50円
④9.00円
⑤4.50円

①2.25円
②　辞退
③　辞退
④　辞退
⑤　辞退



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成30年度交野市大気環境調査委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年5月1日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年4月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，８９２，４００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 ￥２，９１６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年5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 2,700,000 円 落札

株式会社環境技術センター
大阪支店

大阪市浪速区幸町2-7-3 辞退

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 6,900,000 円

株式会社島津テクノリサー
チ 環境事業部

京都府京都市中京区西ノ京下
合町1

辞退

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 7,560,000 円

交野市内３定点（倉治小学校、総合体育施設、東倉治３丁目）

調査項目
　大気質：窒素酸化物、浮遊粒子状物質
　気　象：風向、風速、気温、湿度
　測定回数：年４回（6，9，12，2月）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成30年度河川水質調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年5月1日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年4月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，４１４，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 帝人エコ・サイエンス株式会社関西事業所

9.契約金額 ￥１，１５５，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年5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 1,200,000 円

株式会社タツタ環境分析セ
ンター

東大阪市岩田町2-3-1 1,230,000 円

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 1,070,000 円 落札

株式会社島津テクノリサー
チ 環境事業部

京都府京都市中京区西ノ京下
合町1

2,860,000 円

株式会社環境総合リサーチ 京都府宇治市宇治小桜23 無効※

交野市私市9丁目（天野川）他7ヶ所

１．対象河川
　天野川（３ヶ所）、星田中川、江尻川、傍示川、野々田川、がらと川
２．業務内容
　　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）
３．検体採取日程
　６月、９月、１２月、２月の各月１回及び臨時１回の計５回
４．分析方法
　環境庁告示「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和４６年）、日本工業規
格JISK0102「工業排水試験方法」、JIS K 0312「工業用水・工場
排水中のダイオキシン類及びコプラナーＰＣＢの測定方法」（平成１１年９月２０
日）による。

入札金額（消費税を除く）

※入札書に代理人名の記載がなかったため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成30年度交野市ダイオキシン類調査委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年5月1日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年4月26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 株式会社環境総合テクノス

9.契約金額 ￥５９４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年5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1-3-5 550,000 円 落札

株式会社タツタ環境分析センター 東大阪市岩田町2-3-1 辞退

株式会社近畿分析センター 滋賀県大津市晴嵐2-9-1 欠席

帝人エコ・サイエンス株式会社関西
事業所

茨木市南目垣1-4-1 900,000 円

株式会社環境総合リサーチ 京都府宇治市宇治小桜23 1,130,000 円

大気：交野市役所屋上
土壌：交野市内2地点

１．大気調査仕様
　（１）委託業務内容
　　①一般環境中の大気試料の採取　②ダイオキシン類の分析
　（２）調査時期及び回数　　年４回
　（３）調査方法
　　ダイオキシン類に係る大気環境測定マニュアル（平成２０年３月、環境省
    水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室大気環境課）による。
２．土壌調査仕様
　（１）委託業務内容
　①一般環境中の土壌試料の採取　②ダイオキシン類の分析
　（２）調査時期及び回数　　年１回
　（３）調査方法
　　ダイオキシン類に係る土壌測定マニュアル（平成２１年３月、環境省水･
    大気環境局土壌環境課）による。

入札金額（消費税を除く）


