
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 準用野々田川護岸補修工事

2. 工事場所 交野市幾野6丁目地内

3. 工　　　期 平成27年7月2日から平成28年3月15日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年6月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２６，５３５，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２０，１４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱戸田設備工業所交野支店

10.契約金額 ￥２１，７５１，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年7月1日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈲森英興産 交野市南星台2-1-2 20,140,000 円
㈱中央土木交野営業所 交野市星田北1-43-2 20,140,000 円
㈲和紀総合 交野市郡津1-55-13 20,140,000 円
北口工業㈱ 交野市星田5-7-4 20,140,000 円
交南設備㈱交野営業所 交野市倉治4-47-7 20,140,000 円
㈱雨田組 交野市星田北6-2-12 20,140,000 円
山本工業㈱交野支店 交野市星田北6-37-6 20,140,000 円
河本技建工業㈱交野営業所 交野市私部3-12-16 20,140,000 円
豊成建設工業㈱交野営業所 交野市向井田1-26-9 22,500,000 円
三黄建設㈱ 交野市星田西3-16-3 23,000,000 円
㈱前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 20,140,000 円
㈱平田設備工産 交野市星田4-33-3 20,140,000 円
堀舗道建設㈱交野営業所 交野市天野が原2-4-15 20,140,000 円
㈱エーティーエヌ交野営業所 交野市南星台2-1-3 20,140,000 円
㈱森長工業交野支店 交野市倉治5-1-43 20,140,000 円
㈱戸田設備工業所交野支店 交野市私部西5-15-12 20,140,000 円 落札（くじ）
佐藤土木工業㈱交野営業所 交野市郡津2-29-27 20,140,000 円
㈱西工務店 交野市私部5-23-15 24,400,000 円
河本興業㈱交野営業所 交野市私部西2-13-18 20,140,000 円
㈱西村工業交野営業所 交野市東倉治4-47-9 20,140,000 円
水谷工業㈱ 交野市星田北6-2-14 20,140,000 円

土工　一式
撤去工　一式
護岸工（ブロック積工）　Ａ＝１４５㎡
ガードレール設置工　Ｌ＝３０ｍ
舗装工　Ａ＝１５２㎡
仮設工　一式
施工延長　Ｌ＝３０．３ｍ
施工面積　Ａ＝１５２㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部3丁目地内汚水管布設工事

2. 工事場所 交野市私部3丁目地内

3. 工　　　期 平成27年7月1日から平成27年9月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年6月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１０，８１０，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥８，０５０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈲森英興産

10.契約金額 ￥８，６９４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年7月1日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈲森英興産 交野市南星台2-1-2 8,050,000 円 落札
㈱中央土木交野営業所 交野市星田北1-43-2 8,050,000 円
森本水道工業㈱ 交野市倉治2-1-12 無効
㈲和紀総合 交野市郡津1-55-13 8,050,000 円
北口工業㈱ 交野市星田5-7-4 8,050,000 円
交南設備㈱交野営業所 交野市倉治4-47-7 8,050,000 円
㈱雨田組 交野市星田北6-2-12 辞退
山本工業㈱交野支店 交野市星田北6-37-6 8,050,000 円
豊成建設工業㈱交野営業所 交野市向井田1-26-9 8,050,000 円
三黄建設㈱ 交野市星田西3-16-3 8,050,000 円
㈱前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 8,050,000 円
㈱平田設備工産 交野市星田4-33-3 8,050,000 円
堀舗道建設㈱交野営業所 交野市天野が原2-4-15 8,050,000 円
創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 8,050,000 円
㈱エーティーエヌ交野営業所 交野市南星台2-1-3 8,050,000 円
㈱森長工業交野支店 交野市倉治5-1-43 8,050,000 円
戸田設備工業所交野支店 交野市私部5-15-12 参加資格なし※
佐藤土木工業㈱交野営業所 交野市郡津2-29-27 辞退
㈱正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 辞退
㈱西工務店 交野市私部5-23-15 8,050,000 円
河本興業㈱交野営業所 交野市私部西2-13-18 8,050,000 円
㈲サンコー交野営業所 交野市幾野4-23-21 辞退
㈱西村工業交野営業所 交野市東倉治4-47-9 8,050,000 円
水谷工業㈱ 交野市星田北6-2-14 辞退

管きょ工（開削）＜管径２００ｍｍ＞　ℓ＝９１ｍ
組立１号マンホール　２箇所
取付管布設工　７箇所
付帯工　１式
施工延長　Ｌ＝９２．８０ｍ
施工面積　Ａ＝４５７．２１㎡

※参加資格要件のうち、今年度の落札回数制限に該当したため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立第四中学校屋上防水改修工事

2. 工事場所 交野市天野が原町5-65-1

3. 工　　　期 平成27年7月2日から平成27年8月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年6月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１５，８７６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１２，４９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 高分子㈱

10.契約金額 ￥１３，４８９，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年7月1日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱松下克商店 大阪市東住吉区公園南矢田2-13-2 12,490,000 円
㈱ショウリュウ 大阪市平野区長吉長原4-16-20 12,490,000 円
ネオ・ルーフィング㈱ 大阪市東淀川区大桐1-8-5 12,490,000 円
アイエス技建 東大阪市稲葉1-8-39 12,490,000 円
㈱日研コーポレーション 大阪市阿倍野区王子町2-13-19 12,490,000 円
㈱関西マサル 大阪市北区長柄中3-1-8 12,490,000 円
関西土建㈱ 大阪市住之江区新北島7-2-1-301 12,490,000 円
㈲晃研 大阪市港区南市岡3-6-59-1509 12,490,000 円
高分子㈱ 堺市中区深井北町3418-1 12,490,000 円 落札（くじ）
㈲ヤマテック 大阪市住之江区西加賀屋4-7-22 12,490,000 円
㈱ソトムラ 東大阪市足代3-5-1 12,490,000 円
㈲大志 大阪市住吉区帝塚山東3-4-14 12,490,000 円
㈱藤井工業 四條畷市雁屋北町8-16 12,490,000 円
中外商工㈱ 大阪市西区靭本町1-9-15 12,490,000 円
山﨑工業㈱ 大阪市淀川区十八条2-13-5 欠席

防水改修工事　一式
　（撤去）既存アスファルト防水層撤去　　　　　76.1㎡
　　　　　防水押え金物撤去　　　　　　　　　　179.0ｍ
　　　　　ルーフドレン撤去　　　　　　　　　　9箇所
　（改修）塩ビシート防水（平場）　　　　　　　745.0㎡
　　　　　塩ビシート防水（立上り）　　　　　　78.9㎡
　　　　　ウレタン塗膜防水　　　　　　　　　　238.0㎡
　　　　　太陽光パネル架台基礎（水下用）設置　6台
　　　　　太陽光パネル架台基礎（水上用）設置　6台
　　　　　改修用ドレン設置　　　　　　　　　　9箇所
　　　　　　など



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 私部春日線（無名橋）他3橋橋梁補修設計業務委託

2. 事業場所 交野市私部6丁目地内他

3. 期　　　間 平成27年7月2日から平成27年10月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年6月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１２，４４１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 開発虎ノ門コンサルタント㈱関西支店

9.契約金額 ￥３，７２６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年7月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用
㈱アーバンパイオニア設計 大阪市北区末広町3-3 4,300,000 円
㈱修成建設コンサルタント 大阪市北区野崎町7-8 梅田パークビル8F 4,500,000 円
㈱新土木開発コンサルタント大阪支店 箕面市桜ヶ丘4-6-12 6,780,000 円
㈱新日本コンサルタント大阪支店 大阪市天王寺区堀越町10-12　加藤ビル3階 7,700,000 円
㈱スリーエスコンサルタンツ 大阪市北区中崎西2-4-12 6,390,000 円
㈱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　住友中之島ﾋﾞﾙ 5,980,000 円
㈱ＣＰＣ 大阪市西区阿波座2-1-1 6,900,000 円
開発虎ノ門コンサルタント㈱関西支店 大阪市北区東天満2-2-5 3,450,000 円 落札
㈱ニュージェック大阪事務所 大阪市北区本庄東2-3-20 8,500,000 円
㈱日建技術コンサルタント 大阪市中央区谷町6-4-3 5,700,000 円
大日コンサルタント㈱大阪支社 大阪市淀川区西中島5-12-8 5,950,000 円
中央コンサルタンツ㈱大阪支店 大阪市中央区今橋4-1-1 6,984,000 円
㈱パスコ大阪支店 大阪市浪速区湊町1-2-3 5,270,000 円
国際航業㈱大阪支店 大阪市中央区南船場2-3-2　（南船場ハートビル） 8,200,000 円
㈱アスコ 大阪市西区江之子島1-10-1 9,350,000 円

　計画準備　一式
　既存資料収集整理・現地踏査　一式
　現地調査　一式
　橋梁補修詳細設計（４橋）　一式
　報告書作成　一式
　打合せ協議　一式
　調査試験費　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 妙見東緑地帯他除草業務委託

2. 事業場所 交野市妙見東1丁目地内他

3. 期　　　間 平成27年7月1日～平成27年8月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年6月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，７２８，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱前田造園交野支店

9.契約金額 ￥１，２９６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年7月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱山満造園本店 交野市私市5-17-11 1,280,000 円
㈱総合緑化 交野市星田8-9-29 1,350,000 円
交野造園 交野市私部2-13-11 1,250,000 円
石田造園土木㈱交野支店 交野市寺2-18-17 1,310,000 円
㈱前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 1,200,000 円 落札

機械除草　Ａ＝１１，４００㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 準用河川星田妙見川構造物点検調査業務

2. 事業場所 交野市藤が尾2丁目地内他

3. 期　　　間 平成27年7月2日～平成27年10月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年6月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，２２２，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱浪速技研コンサルタント

9.契約金額 ￥２，８０８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年7月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
浜エンジニアリング㈱大阪支店 交野市東倉治3-10-8 5,300,000 円
㈱浪速技研コンサルタント 茨木市下穂積1-2-29 2,600,000 円 落札
㈱エハラ 東大阪市永和2-13-9 3,550,000 円
晃和調査設計㈱ 大阪市北区中津3-10-4-301 3,400,000 円
中央復建コンサルタンツ㈱ 大阪市東淀川区東中島4-11-10 3,600,000 円

河川定期横断測量　２３本
４級水準測量　Ｌ＝２．１５㎞
計画準備　一式
調査・点検　一式
対策案の検討　一式
報告書作成　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 総合体育施設防犯カメラ改修工事実施設計業務委託

2. 事業場所 交野市向井田2-5-1（交野市立総合体育施設）

3. 期　　　間 平成27年7月1日～平成27年9月25日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年6月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，９９８，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱施設工学研究所

9.契約金額 ￥６１５，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年7月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱トリ設備計画 大阪市中央区南船場2-7-14大阪写真会館 845,000 円
㈱施設工学研究所 大阪市北区万歳町4-12 570,000 円 落札
㈱日本設備綜合研究所 大阪市北区西天満5-1-9 3,130,000 円
㈱ＮＴＴファシリティーズ関西事業本部 大阪市西区土佐堀1-4-14 欠席
一級建築士事務所藤井設計事務所 交野市私部6-35-4 900,000 円
翔夢建築設計事務所 交野市私部2-11-30　プライムコート201 930,000 円

防犯カメラ設備改修工事に伴う実施設計
既存設備の状況確認（駆動系架台を含む）
必要に応じて駆動系架台の改修を含むこと
デジタル変換等による録画機能を採用すること
改修に伴う廃棄物の適正処理及び減量化に配慮すること
省エネルギーに配慮すること
その他関連業務



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市財務会計システム賃貸借

2. 事業場所 交野市私部1-1-1（交野市役所）

3. 納期限 平成27年10月1日～平成32年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年6月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１０，５９４，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 三菱電機クレジット㈱関西支店

9.契約金額 ￥１０，１３４，７２０円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 住所 適　　用

富士通リース㈱関西支店 大阪市中央区城見2-2-53 9,651,000 円

芙蓉総合リース㈱大阪支店 大阪市中央区高麗橋4-4-9 辞退

三菱電機クレジット㈱関西支店 大阪市北区梅田1-8-17 9,384,000 円 落札

リコーリース㈱関西支社 大阪市北区堂島浜2-2-28 欠席

東京センチュリーリース㈱大阪営
業第一部

大阪市中央区本町3-5-7 辞退

三井住友トラスト・パナソニックファ
イナンス㈱

大阪市中央区城見1-3-7 9,526,500 円

ハードウェア
ソフトウェア
財務会計パッケージソフト
システム更新費用（導入ＳＥ費用等）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 3.5トン級回転式塵芥車（傾倒装置付）の購入

2. 事業場所 交野市私部西3-3-1（交野市環境事業所）

3. 納期限 平成28年2月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年6月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１７，９９２，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 極東開発工業㈱関西支店

9.契約金額 ￥１６，０１６，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 住所 適　　用
極東開発工業㈱関西支店 西宮市甲子園口6-1-45 14,830,000 円 落札
新明和工業㈱流体事業部営業本部
関西支店

大阪市淀川区宮原3-3-31　上村ニッセイビル 16,640,000 円

㈱モリタエコノス 八尾市神武町1-48 16,068,344 円
いすゞ自動車近畿㈱守口支店 守口市八雲東町1-21-10 辞退
大阪日野自動車㈱ 大阪市西淀川区千舟1-4-45 辞退
㈱関西マツダ 大阪市浪速区桜川1-3-25 辞退

品名　３．５トン級回転式塵芥車（傾倒装置付）
数量　２台
車種　ワイドキャブ　高床　標準ボディー
最高出力　１１０ｋＷ（１５０ＰＳ）以上
トランスミッション　ミッション仕様（マニュアル）
燃料　軽油
乗車定員　３名

入札金額（消費税を除く）


