
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 星田傍示川線舗装等補修工事

2. 工事場所 交野市星田７丁目地内

3. 工　　　期 平成27年9月2日～平成27年12月25日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年8月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３９，９８１，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３０，７８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱西工務店

10.契約金額 ￥３３，２４２，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年9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
森本水道工業㈱ 交野市倉治2-1-12 30,780,000 円
水谷工業㈱ 交野市星田北6-2-14 30,780,000 円
㈱中央土木交野営業所 交野市星田北1-43-2 30,780,000 円
豊成建設工業㈱交野営業所 交野市向井田1-26-9 30,780,000 円
交南設備㈱交野営業所 交野市倉治4-47-7 30,780,000 円
三黄建設㈱ 交野市星田西3-16-3 30,780,000 円
㈲和紀総合 交野市郡津1-55-13 30,780,000 円
河本技建工業㈱交野営業所 交野市私部3-12-16 30,780,000 円
㈲サンコー交野営業所 交野市幾野4-23-21 失格 内訳書未提出
北口工業㈱ 交野市星田5-7-4 30,780,000 円
㈱雨田組 交野市星田北6-2-12 35,000,000 円
㈱正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 30,780,000 円
㈱前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 30,780,000 円
河本興業㈱交野営業所 交野市私部西2-13-18 30,780,000 円
㈱エーティーエヌ交野営業所 交野市南星台2-1-3 30,780,000 円
㈱上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 30,780,000 円
㈱西工務店 交野市私部5-23-15 30,780,000 円 落札（くじ）
堀舗道建設㈱交野営業所 交野市天野が原2-4-15 30,780,000 円
佐藤土木工業㈱交野営業所 交野市郡津2-29-27 30,780,000 円
㈱平田設備工産 交野市星田4-33-3 30,780,000 円

土工　一式
排水構造物工　一式
縁石工　一式
防護柵工　一式
構造物撤去工　一式
舗装工　Ａ＝３７３４㎡
区画線工　Ｌ＝９６３ｍ
道路付属施設工　Ａ＝２９．５㎡
付帯工　Ｎ＝２７箇所
施工延長　Ｌ＝５６１ｍ
施工面積　Ａ＝３７３４㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部６丁目地内汚水管布設工事

2. 工事場所 交野市私部６丁目地内

3. 工　　　期 平成27年9月1日～平成27年12月18日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年8月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２３，７８１，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１７，８６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 堀舗道建設㈱交野営業所

10.契約金額 ￥１９，２８８，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年9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
森本水道工業㈱ 交野市倉治2-1-12 17,860,000 円
水谷工業㈱ 交野市星田北6-2-14 17,860,000 円
㈱中央土木交野営業所 交野市星田北1-43-2 17,860,000 円
豊成建設工業㈱交野営業所 交野市向井田1-26-9 19,920,000 円
交南設備㈱交野営業所 交野市倉治4-47-7 17,860,000 円
三黄建設㈱ 交野市星田西3-16-3 17,860,000 円
㈱パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 17,860,000 円
㈲和紀総合 交野市郡津1-55-13 17,860,000 円
河本技建工業㈱交野営業所 交野市私部3-12-16 17,860,000 円
㈲サンコー交野営業所 交野市幾野4-23-21 失格 内訳書未提出
㈱森長工業交野支店 交野市倉治5-1-43 17,860,000 円
北口工業㈱ 交野市星田5-7-4 17,860,000 円
㈱雨田組 交野市星田北6-2-12 17,860,000 円
㈱正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 17,860,000 円
㈱前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 17,860,000 円
河本興業㈱交野営業所 交野市私部西2-13-18 17,860,000 円
㈱エーティーエヌ交野営業所 交野市南星台2-1-3 17,860,000 円
㈱上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 17,860,000 円
㈱西工務店 交野市私部5-23-15 参加資格なし※
㈱エイチツーオー交野支店 交野市向井田1-29-1 辞退
堀舗道建設㈱交野営業所 交野市天野が原2-4-15 17,860,000 円 落札（くじ）
佐藤土木工業㈱交野営業所 交野市郡津2-29-27 17,860,000 円
㈱平田設備工産 交野市星田4-33-3 17,860,000 円
㈱西村工業交野営業所 交野市東倉治4-47-9 17,860,000 円

管きょ工（開削）＜管径２００mm＞　ℓ＝１４９．９４ｍ
組立１号マンホール　７箇所
方円１号マンホール　１箇所
小型マンホール（塩ビ製）　２箇所
取付管布設工　１７箇所
付帯工　１式
施工延長　Ｌ＝１５７．２ｍ
施工面積　Ａ＝６２２．４５㎡

※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. 事業名称 交野市固定資産評価システム等業務委託

2. 事業場所 交野市内

3. 期　　　間 平成27年9月1日～平成32年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年8月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３１，４９２，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 カンゼ航測㈱

9.契約金額 ￥２０，０３４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年9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
カンゼ航測㈱ 大阪府大阪市中央区南船場1-7-8 18,550,000 円 落札
アジア航測㈱大阪支店 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30　OAPタワー 36,000,000 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 31,000,000 円
㈱かんこう大阪支店 大阪府大阪市城東区野江1-12-8 24,800,000 円
㈱パスコ大阪支店 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3 29,800,000 円

固定資産評価システムの精度を向上させるための地図データ更新作業（地番図・家屋図・地目
図・画地図・路線図等の異動修正作業）及び地図情報骨格変更作業（世界測地系座標値変換
作業、道路骨格調整作業等）を行うもの。
地積測量図求積表パンチ入力（公共座標、局地座標）　１０年分
地番図道路骨格調整作業　５６，３００筆
未特定家屋抽出　調査棟数２９，４７３棟
家屋図形の位置及び形状修正作業　２９，４７３棟
地番図、家屋図、路線価図　世界測地系座標値変換作業　９年分
地番図異動修正作業　２，５００筆／年
家屋異動修正作業　３５０棟／年
地目路線図・画地区分図作成　一式
地番・路線・地目図縮小製本（土地用）　一式
家屋調査用地番図縮小製本（家屋用）　一式
庁内利用地番図データ作成（シェイプ形式）　一式
世界測地系変換済み過年度システムデータのインストール　一式
システムデータインストール作業　一式
システム保守管理　一式
閲覧用地番図製本（窓口用）　一式
地番図縮小製本（土地用）　一式
地番図縮小データ（ＰＤＦデータ）　一式
※業務概要は年度ごとに若干異なる



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 有価物（古紙）の売却

2. 事業場所 交野市私部西3-3-1（環境事業所）

3. 納期限 平成27年10月1日～平成28年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年8月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８.３３円／ｋｇ（消費税を含まない）

8.契約の相手方 ㈱西本 　

9.契約金額 ￥１３.１円／ｋｇ（消費税を含まない）

10.契約日 平成27年9月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用
㈱西本 枚方市出屋敷西町1-25-15 13.1 円 落札
マツダ㈱ 神戸市東灘区住吉浜町17-8 10 円
㈱サンエー 寝屋川市宇谷町11-1 9 円
都市クリエイト㈱ 高槻市紺屋町3-1-326 8 円

有価物（古紙）の売却
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

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成27年度交野市防犯灯ＬＥＤ化事業第3期工事

2. 工事場所 交野市内514箇所

3. 工　　　期 平成27年9月1日～平成27年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年8月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，８４９，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７，６９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈲アゴーテック

10.契約金額 ￥８，３０５，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年9月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 7,690,000 円
㈱興亜電業社交野営業所 交野市倉治5-6-5 7,690,000 円
㈱北村商店 交野市私部5-2-38 7,690,000 円
橘電工㈱ 交野市私市6-17-15 7,690,000 円
㈱みまさか電気工業 交野市私部6-35-5 7,690,000 円
㈲アゴーテック 交野市神宮寺1-26-17 7,690,000 円 落札（くじ）
㈲岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 7,690,000 円
セイヤ電気 交野市妙見坂3-11-14 辞退

１０ＶＡ器具　５１３箇所
２０ＶＡ器具　１箇所



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部南地区浸水対策工事

2. 工事場所 交野市森北1丁目地内

3. 工　　　期 平成27年9月2日～平成28年2月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年8月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，７８０，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，４７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱中央土木交野営業所

10.契約金額 ￥６，９８７，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年9月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
三黄建設㈱ 交野市星田西3-16-3 7,700,000 円
㈱ケイ・エス 交野市私部6-21-2 7,340,000 円
㈱古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 欠席
水谷工業㈱ 交野市星田北6-2-14 7,500,000 円
㈱中央土木交野営業所 交野市星田北1-43-2 6,470,000 円 落札
岩熊土木工業㈱交野支店 交野市東倉治1-24-6 辞退

土工　一式
撤去工　一式
貯水施設設置工　Ｌ＝２８ｍ
道路付属施設工　Ｌ＝１６ｍ
舗装工　Ａ＝２３０㎡
区画線工　一式
仮設工　一式
施工延長　Ｌ＝４９．７ｍ
施工面積　Ａ＝２７２㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 にしゃべ川ポンプ場操作盤嵩上げ工事

2. 工事場所 交野市私部西2丁目地内

3. 工　　　期 平成27年9月2日～平成27年12月25日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年8月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，２６２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，４００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱雨田組

10.契約金額 ￥７，５０６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年9月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱西工務店 交野市私部5-23-15 7,492,000 円
㈱雨田組 交野市星田北6-2-12 6,950,000 円 落札
㈱平田設備工産 交野市星田4-33-3 7,441,000 円
加賀ポンプ店 交野市倉治6-3-1 辞退
交南設備㈱交野営業所 交野市倉治4-47-7 7,700,000 円
佐藤土木工業㈱交野営業所 交野市郡津2-29-27 7,630,000 円

低圧ケーブル　一式
制御ケーブル　一式
その他設備　一式
ケーブルラック　一式
補助材料費　一式
一般管理費　一式
技術労務費（据付）　一式
技術労務費（単体調整）　一式
複合工費　一式
機械経費　一式



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27年9月1日～平成27年10月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年8月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，２４８，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 交野市水道サービス㈱

9.契約金額 ￥５，０７６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年9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
交野造園 交野市私部2-13-11 4,800,000 円
㈱前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 4,760,000 円
石田造園土木㈱交野支店 交野市寺2-18-17 4,750,000 円
㈱交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 4,880,000 円
河本興業㈱交野営業所 交野市私部西2-13-18 4,880,000 円
創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 辞退
㈱リンテック 交野市寺2-18-17 4,870,000 円
㈱総合緑化 交野市星田8-9-29 4,870,000 円
交野市水道サービス㈱ 交野市私市2-24-1 4,700,000 円 落札
㈱山満造園本店 交野市私市5-17-11 4,800,000 円

機械除草　Ａ＝２３．０千㎡
人力除草　Ａ＝０．３千㎡
散在塵芥収集　Ａ＝２３．３千㎡



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27年9月1日～平成27年10月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年8月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，９５７，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱山満造園本店

9.契約金額 ￥４，８０６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年9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
交野造園 交野市私部2-13-11 4,500,000 円
㈱前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 4,670,000 円
石田造園土木㈱交野支店 交野市寺2-18-17 4,520,000 円
㈱交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 4,515,000 円
河本興業㈱交野営業所 交野市私部西2-13-18 4,800,000 円
創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 4,580,000 円
㈱リンテック 交野市寺2-18-17 4,480,000 円
㈱総合緑化 交野市星田8-9-29 4,590,000 円
交野市水道サービス㈱ 交野市私市2-24-1 指名無効※
㈱山満造園本店 交野市私市5-17-11 4,450,000 円 落札

機械除草　Ａ＝３５．２千㎡
人力除草　Ａ＝７．７千㎡
散在塵芥収集　Ａ＝４２．９千㎡

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。



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27年9月1日～平成27年10月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年8月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６２４，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 交野造園

9.契約金額 ￥２，４８４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年9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
交野造園 交野市私部2-13-11 2,300,000 円 落札
㈱前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 2,580,000 円
石田造園土木㈱交野支店 交野市寺2-18-17 2,385,000 円
㈱交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 2,450,000 円
河本興業㈱交野営業所 交野市私部西2-13-18 2,650,000 円
創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 2,580,000 円
㈱リンテック 交野市寺2-18-17 2,394,000 円
㈱総合緑化 交野市星田8-9-29 2,390,000 円
交野市水道サービス㈱ 交野市私市2-24-1 指名無効※
㈱山満造園本店 交野市私市5-17-11 指名無効※

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㎡

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 星田西地区樹木剪定業務委託

2. 事業場所 交野市星田西4丁目地内

3. 期　　　間 平成27年9月1日～平成27年10月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年8月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，４６８，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱総合緑化

9.契約金額 ￥１，４０４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年9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
交野造園 交野市私部2-13-11 指名無効※
㈱前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 1,670,000 円
石田造園土木㈱交野支店 交野市寺2-18-17 1,420,000 円
㈱交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 1,380,000 円
河本興業㈱交野営業所 交野市私部西2-13-18 1,500,000 円
創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 1,600,000 円
㈱リンテック 交野市寺2-18-17 1,426,000 円
㈱総合緑化 交野市星田8-9-29 1,300,000 円 落札
交野市水道サービス㈱ 交野市私市2-24-1 指名無効※
㈱山満造園本店 交野市私市5-17-11 指名無効※

剪定工　Ｎ＝１７３本

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。



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27年9月2日～平成27年10月9日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年8月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，０４７，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 石田造園土木㈱交野支店

9.契約金額 ￥１，０３６，８００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年9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
交野造園 交野市私部2-13-11 指名無効※
㈱前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 985,000 円
石田造園土木㈱交野支店 交野市寺2-18-17 960,000 円 落札
㈱交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 1,006,000 円
河本興業㈱交野営業所 交野市私部西2-13-18 1,050,000 円
創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 1,080,000 円
㈱リンテック 交野市寺2-18-17 965,000 円
㈱総合緑化 交野市星田8-9-29 指名無効※
交野市水道サービス㈱ 交野市私市2-24-1 指名無効※
㈱山満造園本店 交野市私市5-17-11 指名無効※

法枠除草工（人力）　Ａ＝３，１２８．６㎡

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 免除川緑道除草業務委託

2. 事業場所 交野市倉治1丁目地内

3. 期　　　間 平成27年9月1日～平成27年10月30日

4. 概　　　要
5. 入札日 平成27年8月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９６１，２００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 ￥７０２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年9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
交野造園 交野市私部2-13-11 指名無効※
㈱前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 650,000 円 落札
石田造園土木㈱交野支店 交野市寺2-18-17 指名無効※
㈱交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 710,000 円
河本興業㈱交野営業所 交野市私部西2-13-18 800,000 円
創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 870,000 円
㈱リンテック 交野市寺2-18-17 720,000 円
㈱総合緑化 交野市星田8-9-29 指名無効※
交野市水道サービス㈱ 交野市私市2-24-1 指名無効※
㈱山満造園本店 交野市私市5-17-11 指名無効※

除草工　Ａ＝４，９８８．１㎡

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。


