
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 流域下水道枚方交野幹線接続工事

2. 工事場所 交野市藤が尾1丁目地内

3. 工　　　期 平成26年9月1日から平成27年3月13日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年8月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥９２，６３１，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７０，８６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 岩熊土木工業株式会社交野支店

10.契約金額 ￥７６，５２８，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年9月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
河本技建工業株式会社交野営業所 70,860,000 円
岩熊土木工業株式会社交野支店 70,860,000 円 落札（くじ）
堀舗道建設株式会社交野営業所 70,860,000 円

管きょ工（開削）φ ２００ｍｍ　一式
管きょ工（小口径管推進工）φ ６００ｍｍ、φ ４００ｍｍ　一式
マンホール工　一式
特殊マンホール工（Ｎｏ２、Ｎｏ３、Ｎｏ４）　一式
取付管及びます工　一式
付帯工　一式
立坑工　一式
　施工延長　Ｌ＝１１２．６ｍ
　施工面積　Ａ＝２５０．８２㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立青年の家受変電設備改修工事

2. 工事場所 交野市私部2-29-1

3. 工　　　期 平成26年9月1日から平成26年11月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，７９２，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，４１０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 有限会社アゴーテック

10.契約金額 ￥１，５２２，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年9月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
橘電工株式会社 1,560,000 円
株式会社興亜電業社交野営業所 1,640,000 円
有限会社アゴーテック 1,410,000 円 落札
株式会社みまさか電気工業 1,660,000 円
株式会社北村商店 1,590,000 円
株式会社水谷電気工業 1,551,000 円
セイヤ電気 1,640,000 円

青年の家の高圧受電設備について、関連機器の破損・
停電及び火災対策のため、保守点検において不良の指
摘のある設備・機器を改修するもの。
　　電気設備工事　一式
　　高圧引込設備　一式
　　高圧受変電設備　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 倉治8丁目埋蔵文化財試掘調査の機械掘削等業務委託

2. 事業場所

交野市倉治8丁目
2525,2531,2532,2533,2534,2572,2574,2575,257
9,2580,2581,2582,2583,2585,2586,2587,2589,25
90,2593,2594,2595,2596,2598,2599,2613,2624,2
625（全27筆）

3. 期　　　間 平成26年9月1日から平成26年12月25日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，３６９，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 東海アナース株式会社

9.契約金額 ￥３，２４０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年9月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
東海アナース株式会社 3,000,000 円 落札
株式会社島田組 3,200,000 円
安西工業株式会社大阪支店 3,100,000 円
有限会社ワーク 3,100,000 円
株式会社アーキジオ 3,180,000 円
有限会社京都平安文化財 3,180,000 円

当該事業箇所は枚方市春日環濠集落遺跡に隣接するため、地
区計画に先立ち埋蔵文化財の有無を確認するため試掘調査を
行うもの。重機・人力堀削により、遺構・遺物を検出しながら現
地表下２ｍまで掘り下げる。
　・調査区１２箇所
　・総調査面積３４８㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 東倉治4丁目地内がらと川下流護岸補修工事

2. 工事場所 交野市東倉治4丁目地内

3. 工　　　期 平成26年9月2日から平成26年12月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，８８４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，８７０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 オーレス株式会社

10.契約金額 ￥６，３３９，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年9月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
有限会社森英興産 5,870,000 円
森本水道工業株式会社 5,870,000 円
河本興業株式会社交野営業所
有限会社古谷建設
オーレス株式会社 5,870,000 円 落札（くじ）

護岸石積の崩落等により河川流水機能に支障が生じて
いるため、河川機能の安全を確保する目的で護岸補修
工事を行うもの。
土工　一式
水路工　Ｌ＝３１．７ｍ
撤去工　Ｖ＝１７．２㎥
仮設工　一式
　　施工延長　Ｌ＝３１．９ｍ

欠席
辞退



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 私部南地内浸水対策詳細設計業務委託

2. 事業場所 交野市私部南4丁目地内他

3. 期　　　間 平成26年9月2日から平成26年10月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，５４４，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 浜エンジニアリング株式会社大阪支店

9.契約金額 ￥３，７８０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年9月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社アスコ 4,670,000 円
セントラルコンサルタント株式会社大
阪支社

5,400,000 円

株式会社トーニチコンサルタント西日
本支社

5,000,000 円

キタイ設計株式会社大阪支社 5,500,000
扇コンサルタンツ株式会社大阪支店 5,200,000 円
浜エンジニアリング株式会社大阪支店 3,500,000 円 落札

当該事業施行場所において、出水の度に浸水が生じるため、
森北１号線下に雨水の流出を抑制する施設を設け、浸水対策
を行うにあたり、対策施設の詳細設計を行うものである。
地形測量　Ａ＝１，５００㎡
路線測量　Ｌ＝１００ｍ
計画準備・現地踏査　一式
道路下流出抑制施設詳細設計　一式
雨水排水計画見直し　一式
　委託延長Ｌ＝１００ｍ

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 天野川緑地施設更新工事

2. 工事場所 交野市星田北1丁目地内

3. 工　　　期 平成26年9月1日から平成26年11月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，５６２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，１４０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 株式会社前田造園交野支店

10.契約金額 ￥５，３９７，８４０円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年9月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
石田造園土木株式会社交野支店
株式会社総合緑化
交野造園 5,100,000 円
株式会社前田造園交野支店 4,998,000 円 落札
株式会社グリーン京阪 5,127,000 円

天野川緑地の老朽化した遊具を撤去し新設するもの。
撤去工　一式（複合遊具１基）
設置工　一式（複合遊具１基）

辞退
辞退



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 道路除草清掃業務委託

2. 事業場所 交野市内全域

3. 期　　　間 平成26年9月1日から平成26年10月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，３８４，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社山満造園本店

9.契約金額 ￥３，４５６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年9月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社グリーン京阪 3,500,000 円
株式会社総合緑化 3,306,000 円
交野造園 3,300,000 円
創景舎らくだ屋造園 3,320,000 円
交野市水道サービス株式会社 3,390,000 円
株式会社交野興業交野支店 3,550,000 円
株式会社前田造園交野支店 3,310,000 円
株式会社山満造園本店 3,200,000 円 落札
石田造園土木株式会社交野支店 3,582,000 円

市道の保全、また安全な道路環境を確保するため除草清掃業
務を行うもの。
機械除草　Ａ＝２３．３千㎡
人力除草　Ａ＝０．３千㎡
散在塵芥収集　Ａ＝２３．６千㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 準用河川除草清掃業務委託

2. 事業場所 交野市郡津4丁目地内他

3. 期　　　間 平成26年9月1日から平成26年10月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，０２８，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社総合緑化

9.契約金額 ￥３，７８０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年9月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社グリーン京阪 3,750,000 円
株式会社総合緑化 3,500,000 円 落札
交野造園 3,600,000 円
創景舎らくだ屋造園 3,650,000 円
交野市水道サービス株式会社 3,720,000 円
株式会社交野興業交野支店 3,890,000 円
株式会社前田造園交野支店 3,620,000 円
株式会社山満造園本店
石田造園土木株式会社交野支店 3,943,000 円

市内準用河川の災害を未然に防止し、また現状回復するため
除草清掃業務を行うもの。
　機械除草　Ａ＝３４．９千㎡
　人力除草　Ａ＝７．７千㎡
　散在塵芥収集　Ａ＝４２．６千㎡

入札金額（消費税を除く）

前案件落札



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 普通河川除草清掃業務委託

2. 事業場所 交野市倉治7丁目地内他

3. 期　　　間 平成26年9月1日から平成26年10月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，１２７，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 交野造園

9.契約金額 ￥２，０５２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年9月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社グリーン京阪 2,050,000 円
株式会社総合緑化
交野造園 1,900,000 円 落札
創景舎らくだ屋造園 2,200,000 円
交野市水道サービス株式会社 1,980,000 円
株式会社交野興業交野支店 2,050,000 円
株式会社前田造園交野支店 1,940,000 円
株式会社山満造園本店
石田造園土木株式会社交野支店 2,048,000 円

普通河川や遊水池等の機能の安全を確保し、また災害を防止
するため除草清掃業務を行うもの。
機械除草　Ａ＝１８．５千㎡
人力除草　Ａ＝４．０千㎡
散在塵芥収集　Ａ＝２２．５千㎡

入札金額（消費税を除く）

前案件落札

前案件落札



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 急傾斜地（私市山手3・4丁目地内・東倉治1丁目地内）除草清掃業務委託

2. 事業場所
交野市私市山手3・4丁目地内、東倉治1丁目
地内

3. 期　　　間 平成26年9月2日から平成26年10月11日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，０３６，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社グリーン京阪

9.契約金額 ￥９７２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年9月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社グリーン京阪 900,000 円 落札
株式会社総合緑化
交野造園
創景舎らくだ屋造園 1,050,000 円
交野市水道サービス株式会社 980,000 円
株式会社交野興業交野支店 1,010,000 円
株式会社前田造園交野支店 930,000 円
株式会社山満造園本店
石田造園土木株式会社交野支店 993,000 円

平成１５年３月２８日付で枚方土木事務所と締結した急傾斜地
崩壊防止施設の管理についての覚書の第３条に基づき、急傾
斜地の除草を行うものである。
法枠除草工（人力）
　私市山手　法枠面積　２,５４０㎡
　東倉治　法枠面積　５８８.６㎡
　　　合計　３,１２８.６㎡

入札金額（消費税を除く）

前案件落札
前案件落札

前案件落札



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立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26年9月1日から平成27年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７７７，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本検査株式会社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26年9月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
日本検査株式会社理化学試験セン
ター

680,000 円 落札

環境計測株式会社
株式会社環境総合テクノス
株式会社タツタ環境分析センター
帝人エコ・サイエンス株式会社関西事
業所
和建技術株式会社大阪支店 辞退

悪臭防止法第１１条及び第１２条第１項の規定により、大気中
の特定悪臭物質の濃度及び臭気指数等の測定を行うもの。
１．敷地境界線における特定悪臭物質の測定・分析
　臭気測定項目：法定２２物質
２．排出口における特定悪臭物質の測定・分析
　　　　臭気測定項目：法定１３物質
３．上記の測定・分析を契約期間中２回行う

入札金額（消費税を除く）

辞退
辞退
辞退

辞退



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 高規格救急車用高度救命救急資器材の購入

2. 事業場所 交野市天野が原町4-8-1 交野市消防本部

3. 納期限 平成27年2月27日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１７，４７４，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社アダチ

9.契約金額 ￥１５，３６８，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年9月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社やよい大阪営業所
株式会社アダチ 14,230,000 円 落札
日本船舶薬品株式会社大阪営業 14,380,000 円
グリーンホスピタルサプライ株式会
社営業本部

14,950,000 円

日本光電関西株式会社北大阪支 14,550,000 円
宮野医療器株式会社

（社団）日本自動車工業会から寄贈を受ける高規格救急自動
車に積載する資器材を購入するもの。
患者監視装置　一式
自動体外式除細動器　一式
呼吸管理・気道確保用資器材　一式
輸血・血糖値測定用資器材　一式
外傷用資器材　一式
人工蘇生システム　一式
その他救急資器材（血圧計、減菌バッグ等）　一式

入札金額（消費税を除く）
辞退

欠席



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の購入

2. 事業場所 交野市内

3. 納期限 平成26年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，００９，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社上北商会

9.契約金額 ￥２，２１３，２４４円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年9月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社上北商会 2,049,300 円 落札
サラヤ株式会社大阪営業所 3,097,000 円
フクダ電子近畿販売株式会社 2,375,000 円
ミドリ安全株式会社高槻支店
株式会社オストリッチダイヤ大阪営
業所

3,194,000 円

キヤノンシステムアンドサポート株
式会社近畿ＬＡ営業部

市が管理している施設において使用年限を迎えるＡＥＤがある
ため、総務課で取りまとめて一括で発注するもの。
　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）　１９式
　ＡＥＤ用パッド　１９式
　ＡＥＤ用バッテリーパック　１９式

入札金額（消費税を除く）

辞退

辞退



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 有価物（古紙）の売却

2. 工事場所 交野市私部西3-3-1 交野市環境事業所

3. 工　　　期 平成26年10月1日～平成27年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥　８円４３銭/ｋｇ（消費税を含まない）

8.最低制限価格 　　　　　―

9.契約の相手方 株式会社西本

10.契約金額 ￥１２円１０銭/ｋｇ（消費税を含まない）

11.契約日 平成26年9月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社西本 12.10 円 落札
マツダ株式会社 11.51 円
株式会社スリーエフコーポレーション 3.00 円
株式会社サンエー 9.00 円
都市クリエイト株式会社 8.00 円

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


