
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 設備総合維持管理業務委託

2. 場　　　所 交野市立学校給食センター（交野市倉治9丁目2690-1）

3. 期　　　間 平成31年4月1日から平成34年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年1月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥５２，７１４，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社大阪ガスファシリティーズ

10.契約金額 ￥４９，０４３，８８０円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社大阪ガスファシリティーズ 大阪市東成区中道1-4-2 45,411,000 円 落札

毎美エンジニアリング株式会社 大阪市福島区海老江5-4-8 56,528,000 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 辞退

株式会社クレイブ 大阪市住吉区長居東1-8-9 59,988,000 円

①受変電設備点検保安管理（通年・法定）
②受水槽点検清掃（１回／年・法定）
③貯湯槽点検清掃（１回／年・法定）
④昇降機保守点検（１２回／年・法定）
⑤消防設備保守点検（２回／年・法定）
⑥飲料水の水質検査（２回／年・法定）
⑦簡易専用水道検査（１回／年・法定）
⑧ばい煙測定（２回／年・法定）
⑨吸収式冷温水器点検業務（２回／年・任意）
⑩ジェネライト保守点検業務（２回／年・任意）
⑪ガスヒートポンプ保守点検業務（通年）
　ガスヒートポンプ室内外機（通年）
⑫排水処理施設維持管理（２回／月・法定）
　活性炭脱臭装置（１回／年・任意）
　ボイラー排水処理設備（通年）
　排水処理設備薬品（通年）
　油分分離層汚泥引き抜き（１回／年・法定）
　脱水機器（通年）
⑬害虫駆除（一式）
⑭厨房内自動扉定期点検（４回／年）
⑮外調機プレフィルター点検（２回／年・任意）
⑯厨房内排水溝高圧洗浄（１回／年・任意）
⑰地下ピット構内蒸気配管点検（１回／年・任意）
⑱ダクト換気扇送風機保守点検（１回／年・任意）
⑲巡回点検（１２回／年・任意）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立総合体育施設幼児用プール・冷水槽濾材交換業務委託

2. 場　　　所 交野市向井田2－5－1

3. 期　　　間 平成31年2月1日から平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年1月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，６２０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社水処理管理センター

10.契約金額 　￥８６４，０００　円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

光伸株式会社 大阪市鶴見区鶴見6-9-26 辞退

ローレル株式会社 大阪本社 大阪市住吉区長居2-5-11 1,100,000 円

株式会社水処理管理センター 大阪市北区南森町1-4-10 800,000 円 落札

日水産業株式会社　関西事業所 堺市中区伏尾4 1,126,000 円

日本原料株式会社　関西支店 大阪市中央区内本町1-3-5 1,080,000 円

赤沢産業株式会社
大阪市東淀川区西淡路1-1-32 新大阪
アーズビル

1,210,000 円

幼児用プール濾材交換
冷水槽濾材交換

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市消防本部寝具賃貸借

2. 場　　　所 交野市天野が原町4-8-1（交野市消防本部）

3. 期　　　間 平成31年4月1日～平成34年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年1月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，８３６，０００円（消費税を含む）

8. 比較価格 ￥１，７００，０００円（消費税を含まない）

9.最低制限価格 　　　　―

10.契約の相手方 株式会社旭寝具

11.落札金額 ￥１，４１１，４８０円（消費税を含まない）

12.契約日 平成31年2月1日

13.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社旭寝具 交野市妙見坂1-16-1 1,411,480 円 落札

小山株式会社 奈良県奈良市大森町47-3 辞退

前川株式会社 東大阪市御厨東1-3-42 2,063,680 円

三栄基準寝具株式会社 羽曳野市川向2084 1,656,800 円

ワタキューセイモア株式会社　大阪営業
所

吹田市垂水町3-9-30 辞退

【冬期仕様】（11月～4月）
・布団類
　　冬掛布団（150×200、混綿入3kg）25
　　敷布団（100×200、混綿入5kg）25
　　毛布（140×200、アクリル系1.5kg以下）50
　　枕（30×40、ポリエチレンパイプ入）25
・シーツ、カバー等＜1セット。2週間に１回交換＞
　　シーツ（183×210、綿100%）
　　掛カバー（150×210、綿50%、化繊50%）
　　枕カバー（43×68、綿100%）
【夏期仕様】（5月～10月）
・布団類
　　夏掛布団（150×200、混綿入0.8kg）25
　※同等以上可。寸法は±5まで。
■予定数量　5,304セット

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 消防パイプライン施設倒木処理等業務委託

2. 場　　　所 消防パイプライン施設20ルート91箇所

3. 期　　　間 平成31年2月2日から平成31年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年1月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，９９６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 交野造園

10.契約金額 ￥３，７８０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 辞退

交野造園 交野市私部2-13-11 3,500,000 円 落札

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 4,300,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 3,650,000 円

株式会社前田造園　交野支店 交野市私部5-2-33 3,900,000 円

有限会社パーククリエイト　交野支店 交野市郡津1-1-503 3,800,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 3,620,000 円

石田造園土木株式会社　交野支店 交野市寺2-18-17 3,880,000 円

株式会社御庭屋　交野支店 交野市私部5-14-3 3,700,000 円

伐採等　　　２２本（かいがけの道ルート等）
除草　　　　一式（郡南街道・大曲ルート等）
落石撤去　　一式（きつね山ルート）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部西線他舗装補修測量業務委託

2. 場　　　所 交野市私部西2丁目地内 他

3. 期　　　間 平成31年2月4日から平成31年3月22日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年1月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，９８７，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 浜エンジニアリング株式会社大阪支店

10.契約金額 ￥１，４０４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社家永技建 交野市幾野6-11-1 欠席

浜エンジニアリング株式会社大阪支
店

交野市東倉治3-10-8 1,300,000 円 落札

株式会社北斗測量設計 茨木市中村町1-37 1,693,000 円

有限会社冨田測量設計 大東市深野4-13-2 1,800,000 円

三立測量株式会社 八尾市高町2-26 1,400,000 円

4級基準点測量　　14点
現地測量　　　　1業務（0.013㎢）
打合せ協議　　　1式
Ｌ＝1340m

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校 尿検査業務

2. 場　　　所 交野市立小・中学校（交野市私部1-54-1 他13箇所）

3. 期　　　間 平成31年4月1日から平成31年12月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年1月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１８０円（消費税を含まない）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 環境衛生薬品株式会社

10.契約金額 ￥１８０円（消費税を含まない）

11.契約日 平成31年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

環境衛生薬品株式会社 大阪市中央区本町1-8-12 180 円 落札

株式会社ファルコバイオシステムズ
京都府京都市中京区河原町通二条上
る清水町346

辞退

株式会社協同臨床検査所 門真市岸和田3-30-13 200 円

社会医療法人愛仁会 愛仁会総合健
康センター

高槻市幸町4-3 辞退

株式会社関西環境センター 堺市中区小阪204-27 300 円

株式会社岩崎太子堂 大阪市天王寺区四天王寺1-14-24 230 円

・春季・秋季の２回実施
・実施対象者　一次検査　検尿検査：交野市立小・中学校在籍の児童生徒
　　　　　　　　　　　　（予定人数6,250人）
　　　　　　　二次検査　一次検査で蛋白・糖・潜血の検査項目が疑陽性
　　　　　　　　　　　（±）以上、及び一次検査未提出者
　　　　　　　　　　　　（予定人数100人）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校 検診器具滅菌・消毒業務

2. 場　　　所 交野市立小・中学校（交野市私部1-54-1 他13箇所）

3. 期　　　間 平成31年4月1日から平成32年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年1月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９８９，２８０円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 日本ステリ株式会社近畿事業所

10.契約金額 ￥６０７，８７８円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社トーカイ　大阪北支店 摂津市鳥飼本町4-8-9 辞退

株式会社浄美社　大阪本部
大阪市福島区福島7-20-1　KM西梅田
ビル内

辞退

グリーンホスピタルサプライ株式会社 吹田市春日3-20-8 辞退

ワタキューセイモア株式会社大阪営
業所

吹田市垂水町3-9-30 836,950 円

日本ステリ株式会社近畿事業所
大阪市北区梅田1-1-3-1200　大阪駅
前第３ビル12階1208号

562,850 円 落札

・滅菌・消毒業務対象器具
　　交野市立小・中学校健康診断：歯鏡、探針、耳鏡、舌圧子、ピンセット、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バット
　　就学時健康診断：歯鏡、探針、ピンセット、バット
　
・検診器具回収、滅菌、配送業務
　　交野市立小・中学校健康診断
　　　市指定の日程で各学校を巡回し、回収、滅菌のうえ健康診断の2日
　　　前までに配送を行う。健康診断後は翌日までに回収し、消毒、配
　　　送を行う。
　　就学時健康診断
　　　市指定の日程で回収、滅菌のうえ健康診断の前日までに配送を行
　　　う。
　　　健康診断後は翌日までに回収し、消毒、配送を行う。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 大阪府議会議員選挙ポスター掲示場設置等業務委託

2. 場　　　所 交野市内（143箇所）

3. 期　　　間 平成31年3月20日から平成31年4月10日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年1月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，９６５，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 前田木材株式会社

10.契約金額 ￥１，６５２，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社阪奈宣伝社大阪支店 大阪市中央区日本橋1-5-16 辞退

前田木材株式会社 枚方市茄子作東町41-1 1,530,000 円 落札

不二工芸株式会社 大阪市大正区三軒家東2-10-8 辞退

株式会社タナカ関西ディスプレイ 東大阪市川田3-3-27 1,716,000 円

TSP西日本株式会社 大阪市大正区北恩加島1-7-19 辞退

有限会社脇田グループ 門真市三ツ島6-17-2 1,859,000 円

有限会社大西工芸社 枚方市伊加賀南町5-13 辞退

株式会社選挙設備関西 茨木市南春日丘7-2-9 辞退

市内１４３箇所にポスター掲示板を設置等するもの。
（業務内容）
掲示板の作成：区画数は6枠、段数は2段
掲示板の設置：告示日３日前から選挙期日までの間
掲示板の撤収：選挙期日後１日から後３日までの間。撤収物の廃棄
含む。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 投票所入場整理券作成等業務委託

2. 場　　　所 交野市役所

3. 期　　　間 平成31年2月1日から平成31年4月21日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年1月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，８２５，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 小林クリエイト株式会社大阪第二営業部

10.契約金額 ￥１，７０２，０８０円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

ナカバヤシ株式会社大阪支社 大阪市城東区中央2-1-23 辞退

小林クリエイト株式会社大阪第二営
業部

大阪市中央区平野町2-6-6 1,576,000 円 落札

共同印刷西日本株式会社 大阪市中央区平野町2-1-2 辞退

東洋印刷株式会社大阪営業所 大阪市中央区北久宝寺町1-5-6 3,630,000 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 辞退

株式会社昭文社 大阪支社 大阪市淀川区西中島6-11-23 辞退

トッパン・フォームズ株式会社関西事
業部第二営業本部

大阪市西区西本町2-3-10 欠席

大阪府議会議員選挙
　投票所入場整理券作成　65,000枚
　窓付封筒作成　　　　　33,000枚
　封入・封緘　　　　　　65,000枚
　プログラム設定　　　　一式

交野市大字財産区議会議員選挙
　投票所入場整理券作成　50,000枚
　窓付封筒作成　　　　　28,000枚
　封入・封緘　　　　　　50,000枚
　プログラム設定　　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 選挙機材搬出入及び開票所設営・撤収業務委託

2. 場　　　所 市内20箇所（投票所）、開票所、市役所及び指定した場所

3. 期　　　間 平成31年3月1日から平成31年4月10日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年1月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８３７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社ホウワ

10.契約金額 ￥８０４，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社キャリーワーキング 枚方市甲斐田新町62-1 欠席 ― ―

日本通運株式会社大阪東支店 守口市八雲中町2-10-3 辞退 ― ―

株式会社ダイコク 交野市星田北5-12-35 欠席 ― ―

佐川急便株式会社関西支店 大阪市此花区島屋4-4-51 1,419,000 円 辞退 ―

株式会社まほろば 奈良県天理市二階堂上之庄町239 辞退 ― ―

株式会社ホウワ 奈良県大和郡山市横田町595-1 840,000 円 820,000 円 745,000 円 落札

日本郵便株式会社 交野郵便局 交野市私部3-2-25 欠席 ― ―

・投開票所物品の搬入準備
・投票所物品の搬入
・投票所物品の回収
・開票所物品の搬入
・開票所の設営
・開票所徴収
・その他

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）

第３回入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市施設賠償責任保険

2. 場　　　所 交野市役所（交野市私部1-1-1）他

3. 期　　　間 平成31年4月1日～平成32年4月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年1月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，３００，０００円

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社ジャパン・インシュアランス・エージェント大阪支店

10.契約金額 ￥１，０１３，２３０円

11.契約日 平成31年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ユーライン 大阪市北区梅田1-3-1-1000 辞退

株式会社保険総合研究所 奈良市四条大路２－２－１２ 辞退

ＡＩG損害保険株式会社大阪コーポ
レートキャリアエージェント営業部

大阪市北区大深町3-1　グランフロント
大阪タワーB35階

欠席

ｻﾞ･ﾆｭｰ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ｱｼｭｱﾗﾝｽ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･
ﾘﾐﾃｯﾄﾞ大阪支店

大阪市中央区久太郎町1-6-27　ヨシカ
ワビル901

2,171,840 円

山口総合保険株式会社 寝屋川市萱島本町6-5 辞退

株式会社関西保険センター 寝屋川市香里新町19-5 辞退

関西保険サポート株式会社 寝屋川市香里新町19-5-203 欠席

株式会社ジャパン・インシュアランス・
エージェント大阪支店

大阪市中央区南船場3-2-22麻綱ビル9
階

1,013,230 円 落札

保険種類：賠償責任保険

　対象事故　・市が所有、使用又は管理する施設の欠陥により生じた事故
　　　　　　　・市が所有、使用又は管理する施設の管理業務遂行上の過失
　　　　　　　　により生じた事故
　　　　　　　・市が行う施設に係る業務遂行上の過失により生じた事故

　対象施設　・交野市役所　他

　補償内容　・身体賠償　5億円／事故
　　　　　　　　　　　　　　1名最高 1億円
　　　　　　　　・財物賠償  1億円／事故

  免責　　　・免責額なし

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市放課後児童会傷害及び賠償責任保険

2. 場　　　所 交野市内12児童会

3. 期　　　間 平成31年4月1日～平成32年4月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年1月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７５８，０００円

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社ユーライン

10.契約金額 ￥４４９，４１０円

11.契約日 平成31年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ユーライン 大阪市北区梅田1-3-1-1000 449,410 円 落札

株式会社保険総合研究所 奈良市四条大路２－２－１２ 辞退

ＡＩG損害保険株式会社大阪コーポ
レートキャリアエージェント営業部

大阪市北区大深町3-1　グランフロント大
阪タワーB35階

欠席

ｻﾞ･ﾆｭｰ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ｱｼｭｱﾗﾝｽ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･
ﾘﾐﾃｯﾄﾞ大阪支店

大阪市中央区久太郎町1-6-27　ヨシカワ
ビル901

521,110 円

山口総合保険株式会社 寝屋川市萱島本町6-5 辞退

株式会社関西保険センター 寝屋川市香里新町19-5 無効 ※

関西保険サポート株式会社 寝屋川市香里新町19-5-203 欠席

株式会社ジャパン・インシュアランス・
エージェント大阪支店

大阪市中央区南船場3-2-22麻綱ビル9
階

1,988,180 円

保険種類：傷害補償及び賠償責任補償

対 象 者 ：児童890人（定員）
　　　　　　　事前入会者（30人程度）を含む
対象施設： 児童会(12箇所）＋運動場（10校）＋郡津児童会分室広場
　　　　　　　合計74,780㎡

補償内容：（傷害保険）・通院治療　2千円／日（1日目から補償）
　　　　　　　　　　　・入院治療　3千円／日（1日目から補償）
　　　　　　　　　　　・死亡・後遺障害 5百万円

　　　　　（賠償責任保険）・身体賠償　　1億円／名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5億円／事故
　　　　　　　　　　　　　・財物賠償　　5百万円／事故
　　　※生産物賠償責任（児童会で提供したおやつでの賠償）も補償と
　　　　する。

入札金額（消費税を除く）

※代理人入札による委任状の提出がなかったため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 市民災害保険

2. 場　　　所 交野市内

3. 期　　　間 平成31年4月1日～平成32年4月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成31年1月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７１３，０００円

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ｻﾞ･ﾆｭｰ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ｱｼｭｱﾗﾝｽ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ大阪支店

10.契約金額 ￥４４５，５１０円

11.契約日 平成31年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ユーライン 大阪市北区梅田1-3-1-1000 689,000 円

株式会社保険総合研究所 奈良市四条大路２－２－１２ 辞退

ＡＩG損害保険株式会社大阪コーポ
レートキャリアエージェント営業部

大阪市北区大深町3-1　グランフロント
大阪タワーB35階

欠席

ｻﾞ･ﾆｭｰ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ｱｼｭｱﾗﾝｽ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･
ﾘﾐﾃｯﾄﾞ大阪支店

大阪市中央区久太郎町1-6-27　ヨシカ
ワビル901

445,510 円 落札

山口総合保険株式会社 寝屋川市萱島本町6-5 辞退

株式会社関西保険センター 寝屋川市香里新町19-5 辞退

関西保険サポート株式会社 寝屋川市香里新町19-5-203 欠席

株式会社ジャパン・インシュアランス・
エージェント大阪支店

大阪市中央区南船場3-2-22麻綱ビル9
階

710,650 円

　対 象 者　・住民活動の参加者（市内在住者に限る）
　　　　　　・市が主催・共催する行事及び事業等の参加者
　　　　　　　（市外在住者を含む）
　　　　　　・住民活動指導者（市外在住者を含む）

　保険種類　・傷害補償金
　　　　　　　・通院治療（日額）　2,000円
　　　　　　　・入院治療（日額）　3,000円
　　　　　　　・死亡・後遺障害（1名につき）　500万円
　　　　　　　　※法令による災害保障の定めがある場合、補償金の
　　　　　　　　　一部又は全部の支払い義務を免れる。
　　　　　　・賠償責任保険
　　　　　　　・身体賠償　　1名最高 1億円
　　　　　　　　　　　　　　5億円／事故
　　　　　　　・財物賠償　　500万円／事故
　　　　　　　　※免責金はなしとする。

　この保険は住民数を基礎数値として保険料を算出し、保険期間終了後
　に確定精算しないものとする。

入札金額（消費税を除く）


