
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市し尿・浄化槽汚泥処理施設建設に伴う生活環境影響調査他業務委託

2. 場　　　所 乙辺浄化センター 他

3. 期　　　間 令和元年6月3日から令和2年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年5月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１３，７１６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社日産技術コンサルタント

10.契約金額 　￥６，８２０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年6月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社日建技術コンサルタント 大阪市中央区谷町6-4-3 9,200,000 円

株式会社日産技術コンサルタント 大阪市中央区大手前1-2-15 6,200,000 円 落札

　市が計画する、し尿・浄化槽汚泥処理施設の建設にあたり、周辺の
生活環境への影響を予測・評価し報告書として取りまとめる。
　また、現施設の解体撤去工事を発注するために必要なダイオキシ
ン類等の調査と敷地内の土壌汚染を確認するための事前の地歴調
査を行い、汚染箇所の特定を行う。

◇業務の内容
　　・生活環境影響調査業務
　　・ダイオキシン類等調査業務
　　・地歴調査

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 市内管理地除草業務委託

2. 場　　　所 交野市倉治６丁目地内他

3. 期　　　間 令和元年6月3日から令和元年7月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，０９５，６００ 円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社総合緑化

10.契約金額 ￥６，４８０，０００ 円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年6月3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 6,250,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 6,450,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 6,180,000 円

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 6,000,000 円 落札

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 6,150,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 6,250,000 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 6,200,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 6,600,000 円

石田造園土木株式会社交野支店 交野市寺2-18-17 6,500,000 円

株式会社御庭屋交野支店 交野市私部5-14-3 6,150,000 円

蒼井創造 大阪府交野市幾野3-17-18 6,050,000 円

交南設備株式会社　　交野営業所 大阪府交野市倉治4-47-7 ― 欠席

有限会社勝樹園　交野支店 大阪府交野市私部４-58-19 6,300,000 円

機械除草　A=17,000㎡
人力除草　A=1,200㎡
機械刈込　A=1,200㎡
刈草処分　V=80㎥
交通管理工　一式

第一回入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定業務委託

2. 場　　　所 交野市私部西3-3-1（環境事業所）他

3. 期　　　間 令和元年6月3日から令和2年3月24日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，８３０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社日産技術コンサルタント

10.契約金額 ￥３，５２０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年6月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

中日本建設コンサルタント株式会社
大阪事務所

大阪市中央区内本町1-3-5 5,350,000 円

株式会社日産技術コンサルタント 大阪市中央区大手前1-2-15 3,200,000 円 落札

国際航業株式会社大阪支店
大阪市中央区南船場2-3-2 南船場
ハートビル

5,000,000 円

復建調査設計株式会社大阪支社 大阪市淀川区西宮原1-4-13 6,000,000 円

株式会社日建技術コンサルタント 大阪市中央区谷町6-4-3 4,180,000 円

株式会社エイト日本技術開発関西支社 大阪市淀川区野中北1-12-39 ― 辞退

廃掃法等の法令に基づき、市町村が中長期的・総合的視点に立って
計画的なごみ処理の推進を図るための基本的な方針として定める
「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定する業務。
■業務内容
　①計画策定の企画と策定支援・補助
　　・本業務に関する必要な企画に関する支援・補助
　　・環境審議会の運営に関する支援・補助
　　・ごみの組成分析調査
　　・パブリックコメントに関する支援・補助
　②現状分析と課題整理
　　・基本的事項の収集・整理
　　・現状のごみの状況調査
　　・収集資料に基づく分析と評価
　　・ごみ処理基本計画策定に係る課題の抽出と資料の作成

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 ノートパソコンの購入

2. 場　　　所 交野市私部1-1-1

3. 期　　　間 令和元年9月27日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１８，７４８，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社関西支社

10.契約金額 　￥８，５７１，９６０円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年6月3日

12.参加業者等

参加業者名 住　所 適　　用

日本電子計算株式会社大阪支店 大阪市淀川区西中島2-12-11 ― 辞退

パナソニックシステムソリューショ
ンズジャパン株式会社関西社

大阪市淀川区宮原1-2-33 ― 辞退

ＮＥＣネクサソリューションズ株式
会社関西支社

大阪市中央区城見1-4-24 7,937,000 円 落札

Dynabook株式会社関西支社 大阪市北区大淀中1-1-30 ― 辞退

株式会社内田洋行　大阪支店 大阪市中央区和泉町2-2-2 辞退

Sky株式会社 大阪市淀川区宮原3-4-30 ― 辞退

株式会社大塚商会 ＬＡ関西営業部 大阪市福島区福島6-14-1 無効 ※

富士通ネットワークソリューション
ズ株式会社 関西支店

大阪市西区江戸堀1-5-16 ― 辞退

調達物品　Ａ４ノート型パソコン　１０５台
　　　　　・ＣＰＵ　インテルCOREi3　同等以上
　　　　　・メモリ　4G以上
　　　　　・ＨＤＤ　250GB以上
　　　　　・内蔵ドライブ　DVD-ROMドライブ
　　　　　・ディスプレイ　15型以上（LEDバックライト付きTFTカラーLCD）
　　　　　・インストールOS　Windows10Pro（64bit）
　　　　　　など
　　　　　保守含む（３年間のパーツ保証、１年目の訪問修理を含む）
　　　　　環境配慮（グリーン購入法に適合、エコマーク認定商品を推奨）
　　　　　設定・設置含む

入札金額（消費税を除く）

※入札書の記載内容に不備があったため



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 ＰＯＳ機能付きレジスター購入

2. 場　　　所 交野市役所（交野市私部1-1-1）

3. 期　　　間 令和元年8月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥　６８２，５６０円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 シャープマーケティングジャパン株式会社

10.契約金額 ￥　６８０，８３２円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年6月3日

12.参加業者等

参加業者名 住　所 適　　用

ローレルバンクマシン株式会社北
大阪営業所

枚方市大垣内町3-3-16 ― 辞退

シャープマーケティングジャパン株
式会社

大阪市平野区加美南3-8-25 670,400 円 630,400 円 落札

東芝テック株式会社関西支社 大阪市淀川区宮原4-1-6 780,000 円 640,000 円

富士通ネットワークソリューション
ズ株式会社 関西支店

大阪市西区江戸堀1-5-16 ― 辞退

グローリー株式会社 近畿支店
大阪市中央区北浜1-6-10北浜野
村ビル

880,000 円 辞退

システム構成
　レジスター（ドロア含む）　1台
　スリッププリンター　　　　1台
　感熱ロールペーパー、その他使用するために必要な付属品
　一式
設置場所
　交野市役所　１階市民課窓口
　※設置、設定作業は市が指定する日時とする。

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 ＣＤ－Ⅰ型消防ポンプ自動車の購入

2. 場　　　所 交野市消防本部（交野市天野が原町4丁目8番1号）

3. 期　　　間 令和2年3月24日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１７，９８５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社モリタ関西支店

10.契約金額 ￥１７，６００，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年6月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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 16,000,000 円 落札
日本ドライケミカル株式会社大阪支
店

大阪市淀川区西宮原1-4-13 19,950,000 円

株式会社ナカムラ消防化学　大阪営
業所

大阪市西淀川区大和田5-21-20-102 辞退

日本機械工業株式会社大阪営業所 大阪市中央区北久宝寺町2-2-13 16,900,000 円

長野ポンプ株式会社大阪営業所 吹田市豊津町1-31由武ビル5階Ｃ室 18,000,000 円

小川ポンプ工業株式会社 大阪市住吉区万代東1-5-22 16,700,000 円

消防ポンプ自動車（ＣＤ-Ⅰ型）　　　１台

（車両は消防用車両の安全基準検討委員会が定める「消防車両の安
全基準について」の項目を満足し、製造については品質管理システム
（ＩＳＯ認証取得）を構築していること。）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 第25回参議院議員通常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 令和元年6月3日から令和元年7月24日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６６７，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 有限会社大西工芸社

10.契約金額 ￥２，１４９，２００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年6月3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

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 2,788,500 円

有限会社脇田グループ 門真市三ツ島6-17-2 2,702,700 円

有限会社大西工芸社 枚方市伊加賀南町5-13 1,990,000 円 落札

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16枠、段数は2段（区画数は変更の可能性
あり。）
掲示板の設置：告示日前３日から選挙期日までの間
　　　　　　　　　ただし、設置作業期間は告示日前7日から前4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
　　　　　　　　　廃棄等も含む。

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 令和元年6月3日から令和元年7月22日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年5月28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.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 　　￥７１０，６４０円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年6月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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

セイノースーパーエクスプレス株
式会社大阪引越センター

門真市四宮2-11-50 956,000 円

東芝ロジスティクス株式会社移
転引越センター

茨木市西河原北町6-15 ― 辞退

株式会社エヌ・イー・クリエイト 寝屋川市新家1-8-7 辞退

株式会社ホープ 枚方営業所 枚方市長尾元町7-20-20 ― 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 2,277,500 円

株式会社ホウワ 奈良県大和郡山市横田町595-1 658,000 円 落札

・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

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 投票所入場整理券等印刷・作成及び封入・封緘業務委託

2. 場　　　所 交野市役所

3. 期　　　間 令和元年6月3日から令和元年7月21日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，００７，６４０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 　　￥９６１，２００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年6月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社アイ・エヌ・ジー・ドットコム 大阪市中央区瓦町2-4-7 ― 欠席

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2-6-6 956,700 円 890,000 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

水三島紙工株式会社 大阪市城東区野江1-16-4 ― 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 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 ― 辞退

レスター工業株式会社 大阪市中央区糸屋町2-3-2 ― 辞退

参議院議会議員選挙
　投票所入場整理券作成　67,000枚
　窓付封筒作成　　　　　34,000枚
　封入・封緘　　　　　　67,000枚
　プログラム設定　　　　一式

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）


