
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部西線歩道改良工事

2. 工事場所 交野市私部西1丁目地内

3. 工　　　期 平成27年10月2日～平成28年1月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年9月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１６，２６４，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１２，２９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈲和紀総合

10.契約金額 ￥１３，２７３，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年10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
河本技建工業㈱交野営業所 交野市私部3-12-16 12,290,000 円
㈲和紀総合 交野市郡津1-55-13 12,290,000 円 落札（くじ）
㈱雨田組 交野市星田北6-2-12 12,290,000 円
水谷工業㈱ 交野市星田北6-2-14 12,290,000 円
三黄建設㈱ 交野市星田西3-16-3 12,290,000 円
㈱正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 12,290,000 円
㈱平田設備工産 交野市星田4-33-3 13,190,000 円
交南設備㈱交野営業所 交野市倉治4-47-7 12,290,000 円
北口工業㈱ 交野市星田5-7-4 12,290,000 円
山本工業㈱交野支店 交野市星田北6-37-6 12,290,000 円
㈱前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 12,290,000 円
㈱中央土木交野営業所 交野市星田北1-43-2 辞退
森本水道工業㈱ 交野市倉治2-1-12 12,290,000 円
河本興業㈱交野営業所 交野市私部西2-13-18 12,290,000 円
㈱エーティーエヌ交野営業所 交野市南星台2-1-3 12,290,000 円
㈱パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 12,290,000 円
㈲サンコー交野営業所 交野市幾野4-23-21 12,290,000 円

土工　　　　一式
舗装工　　　Ａ＝６５６．６㎡
撤去工　　　一式
区画線工　　Ｌ＝８０．４ｍ
付属施設工　Ｌ＝７６．２ｍ
付帯工　　　一式

施工延長　　Ｌ＝７１．５ｍ
施工面積　　Ａ＝６５６．６㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 神宮寺奥山3号池災害復旧工事（502/504）

2. 工事場所 交野市東倉治2丁目地内

3. 工　　　期 平成27年10月1日～平成27年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年9月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１２，８０８，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１０，０８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 河本興業㈱交野営業所

10.契約金額 ￥１０，８８６，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年10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
河本技建工業㈱交野営業所 交野市私部3-12-16 10,080,000 円
㈲和紀総合 交野市郡津1-55-13 参加資格なし※
㈱雨田組 交野市星田北6-2-12 10,080,000 円
水谷工業㈱ 交野市星田北6-2-14 10,080,000 円
三黄建設㈱ 交野市星田西3-16-3 辞退
㈱正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 10,080,000 円
㈱平田設備工産 交野市星田4-33-3 10,080,000 円
交南設備㈱交野営業所 交野市倉治4-47-7 10,080,000 円
北口工業㈱ 交野市星田5-7-4 10,080,000 円
山本工業㈱交野支店 交野市星田北6-37-6 10,080,000 円
㈱前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 10,080,000 円
創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 10,080,000 円
㈱中央土木交野営業所 交野市星田北1-43-2 辞退
河本興業㈱交野営業所 交野市私部西2-13-18 10,080,000 円 落札（くじ）
㈱エーティーエヌ交野営業所 交野市南星台2-1-3 10,080,000 円
㈱パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 10,080,000 円
㈲サンコー交野営業所 交野市幾野4-23-21 10,080,000 円
㈱森長工業交野支店 交野市倉治5-1-43 10,080,000 円

土砂処分工　Ｖ＝２，９２２㎥

※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 交野市学校給食運搬業務委託

2. 事業場所
交野市倉治9丁目（交野市立新学校給食セン
ター）及び交野市内全域

3. 期　　　間 平成28年4月1日～平成35年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年9月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２３９，９２２，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 御厨運送㈱

9.契約金額 ￥２３２，１８２，７２０円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年10月1日

11.参加業者等

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
御厨運送㈱ 大阪府東大阪市御厨4-2-34 214,984,000 円 落札

配送・回収先
　交野市立小学校１０校
　交野市立中学校４校
配送車
　台数　　　　４台
　人数　　　　８名（運転手４名・助手４名）
　積載能力　２ｔ（セミロング）以上
　使用車　　 天然ガス、ハイブリット、クリーンディーゼル（環境に配慮したもの）
コンテナー収容台数　４台／台（食器食缶等収納用）



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4期工事

2. 工事場所 交野市内209箇所

3. 工　　　期 平成27年10月1日～平成27年12月21日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，１９０，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，２７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社興亜電業社交野営業所

10.契約金額 ￥３，５３１，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年10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
株式会社水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 3,270,000 円
株式会社興亜電業社交野営業所 交野市倉治5-6-5 3,270,000 円 落札（くじ）
株式会社北村商店 交野市私部5-2-38 3,270,000 円
橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 3,270,000 円
株式会社みまさか電気工業 交野市私部6-35-5 3,270,000 円
㈲岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 3,270,000 円
セイヤ電気 交野市妙見坂3-11-14 辞退

１０ＶＡ器具　１８４箇所
２０ＶＡ器具　２５箇所



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 大阪府知事選挙投開票所物品搬入搬出等業務委託

2. 事業場所

3. 期　　　間 平成27年10月1日～平成27年11月27日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，１２３，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本通運㈱大阪東支店

9.契約金額 ￥９３５，２８０円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年10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
日本通運㈱大阪東支店 大阪府守口市八雲中町2-10-3 866,000 円 落札
㈱ダイコク 大阪府交野市星田北5-12-35 欠席
㈱ホープ枚方営業所 大阪府枚方市長尾元町7-20-20 2,200,000 円

安西工業㈱大阪支店
大阪府大阪市平野区喜連西5-2-7　オーシャン
ビュー喜連西603号

2,635,000 円

㈱フクショー
大阪府大阪市西区南堀江3-6-1西大阪ビルディ
ング204

870,000 円

大阪府知事選挙投選挙において、投票所（２０か所）、開票所等における物品の搬入・回収を
行うもの。

交野市内20箇所（投票所）、開票所、市役所及び指定した場所



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 大阪府知事選挙期日前投票事務人材派遣業務委託

2. 事業場所 交野市私部1-1-1

3. 期　　　間 平成27年11月6日～平成27年11月21日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６１３，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 テルウェル西日本㈱

9.契約金額
8時間まで　1,600円/時間（消費税を含まない）
8時間超　　2,000円/時間（消費税を含まない）

10.契約日 平成27年10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

テルウェル西日本㈱ 大阪府大阪市中央区森之宮中央1-7-12
①8時間まで　1,600円/時間

②8時間超　2,000円/時間
合計金額　　2,384,400円

落札

㈱ジャパンクリエイト 大阪市淀川区東三国4-3-1 辞退
㈱パソナ 大阪府大阪市中央区淡路町4-2-15 辞退

テンプスタッフ㈱西日本サービス部
大阪府大阪市北区大深町3-1グランフロント大
阪タワーB17F

辞退

シダックス大新東ヒューマンサービ
ス㈱関西支店

大阪府大阪市中央区道頓堀1-2-15 欠席

㈱ＫＯＳＭＯ
大阪市中央区西心斎橋2-2-3　ＯＲＥ心斎橋ビ
ル6階

欠席

１．案内、受付（パソコン操作）、場内整理、投票用紙交付等の投票事務
２．期間　１１月６日（金）～１１月２１日（土）
３．就業時間　午前８時３０分～午後８時
（実働１０時間１５分、休憩１時間１５分）
４．就業場所　交野市役所本館１階ホール
５．現場責任者　選挙管理委員会事務局局長
６．指揮命令者　選挙管理委員会事務局次長
７．派遣労働者の数　平日８人、土曜日及び日曜日１０人

合計金額は、①の単価×1,104時間と②の単価×310.5時間を合算したもの。



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立あさひ幼児園カーテン購入

2. 事業場所 交野市星田5-2-12

3. 納期限 平成27年10月1日から平成27年12月14日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，０３９，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱スミノエ西日本支社

9.契約金額 ￥１，４７９，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年10月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 住所 適　　用
日本住宅設備㈱ 四条畷市岡山東2-4-1 1,526,600 円
飯田寝装店 交野市星田5-17-16 1,712,300 円
㈱日興商会高槻支店 高槻市日向町6-24 1,850,000 円
㈱加地 交野市倉治5-1-38 欠席
㈱スミノエ西日本支社 大阪市西区新町2-4-2 1,370,000 円 落札

カーテン購入
　カーテン取替（遮光１級・防炎品・グリーン購入適合品）　一式
　カーテンレール取替（アルミレール）　２３３ｍ
開口部フィルム貼り
　遮熱フィルム貼　　一式
　目隠しフィルム貼　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立くらやま幼児園遊具入替他工事

2. 工事場所 交野市幾野3-18-1

3. 工　　　期 平成27年10月1日～平成28年1月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，９９０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７，８６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 山本工業㈱交野支店

10.契約金額 ￥８，４８８，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年10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
水谷工業㈱ 交野市星田北6-2-14 7,860,000 円
㈱上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 7,860,000 円
三黄建設㈱ 交野市星田西3-16-3 7,860,000 円
㈱吉信工務店 交野市郡津1-55-14 7,860,000 円
山本工業㈱交野支店 交野市星田北6-37-6 7,860,000 円 落札（くじ）
河本興業㈱交野営業所 交野市私部西2-13-18 7,860,000 円

解体撤去工事　一式
遊具入替工事
　複合遊具　１台
　雲梯　１台
　ステンレス三間低鉄棒（小）　１台
　乳幼児用クライム滑り台　１台
ブランコ（二人用）　１台
　ブランコ安全柵（二人用）　１台
　ブランコマット　２枚



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部1丁目地内汚水管布設工事

2. 工事場所 交野市私部1丁目地内

3. 工　　　期 平成27年10月1日～平成27年12月21日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，００７，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，７２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱ケイ・プランニング・コーポレーション

10.契約金額 ￥７，２５７，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年10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
㈱ケイ・プランニング・コーポレーション 交野市私市8-16-52 6,720,000 円 落札
㈲川人設備 交野市青山1-17-4 辞退
オーレス㈱ 交野市天野が原4-13-8 辞退
㈱ケイ・エス 交野市私部6-21-2 辞退
橘内建設㈱交野支店 交野市私部5-22-6 8,340,000 円
豊成建設工業㈱交野営業所 交野市向井田1-26-9 8,340,000 円

管きょ工（開削）管径２００ｍｍ　ℓ＝７８．７１ｍ
マンホール工　　Ｎ＝３箇所
小型マンホール工　Ｎ＝１箇所
取付管布設工　Ｎ＝９箇所
付帯工　一式
施工延長Ｌ＝８１ｍ　施工面積Ａ＝１４３．４６㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 地方公営企業法適用基本方針策定業務

2. 事業場所 交野市内

3. 期　　　間 平成27年10月1日～平成28年3月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２７２，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 朝日航洋㈱西日本空情支社

9.契約金額 ￥２，７００，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年10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

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）

3,200,000 円

㈱パスコ大阪支店 大阪市浪速区湊町1-2-3 2,800,000 円
朝日航洋㈱西日本空情支社 吹田市垂水町3-35-31 2,500,000 円 落札
アジア航測㈱大阪支店 大阪市北区天満橋1-8-30OAPタワー 5,500,000 円
㈱ぎょうせい関西支社 大阪府大阪市中央久谷町3-1-9 辞退
㈱かんこう大阪支店 大阪市城東区野江1-12-8 3,300,000 円

計画準備　一式
現存資料状況の把握　一式
法適用の条件整理　一式
資産登録単位の検討及び法適用業務内容の整理　一式
法適用に係る委託費の検討　一式
法適用スケジュールの検討　一式
基本方針の策定　一式
下水道職員研修会の開催　一式
打合せ協議　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 堆積沈砂・し渣浚渫及び運搬業務委託

2. 事業場所 交野市藤が尾1-166-13（星田ポンプ場）

3. 期　　　間 平成27年10月1日～平成27年10月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，６３９，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱交野興業交野支店

9.契約金額 ￥３，４０２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年10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
㈱交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 3,150,000 円 落札
㈱郡幸工業所 大阪府寝屋川市郡元町5-3 3,450,000 円
エスク三ツ川㈱ 大阪府大東市三箇4-18-18 辞退
大東衛生㈱ 大阪市東成区大今里西1-19-38 3,500,000 円
㈱田中浚渫工業 八尾市南木の本5-49 5,500,000 円
管清工業㈱大阪支店 大阪府大阪市城東区成育1-6-2 3,385,000 円

種類：汚泥、廃プラスチック類、木片、布、金属くず
性状：水分を多量に含み泥状で、プラスチックや木片や布や金属くずが混入している。溶出試
験結果により有害特性はない。
浚渫及び運搬量：約８４．６４㎥
搬入場所：ダイカン
搬入台数：２台～３台／日


