
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立妙見坂小学校プール機械室改修工事

2. 工事場所 交野市妙見坂7-20-1

3. 工　　　期 平成28年2月2日～平成28年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年1月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１７，８６３，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１４，０５０，０００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 ￥１５，１７４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年2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 15,800,000 円
㈱上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 15,700,000 円
㈱雨田組 交野市星田北6-2-12 14,950,000 円
㈱吉信工務店 交野市郡津1-55-14 14,050,000 円
㈲森英興産 交野市南星台2-1-2 14,050,000 円
㈱西工務店 交野市私部5-23-15 14,050,000 円 落札（くじ）

建築工事
　解体工事（既設建物解体　ＲＣ造平屋建て　19.55㎡）
　土工事
　鉄筋工事
　コンクリート工事
　地盤改良工事（湿式柱状杭工　φ 600杭長6.25m×16本）
　防水工事
　建具工事
　塗装工事
　雑工事
設備工事
　プール濾過機交換工事（大プール用サンライト濾過機Ｐ－７０号［70㎥/H］取替え１
基、　　小プール用サンライト濾過機ＦＡ－Ｓ－１０号［10㎥/H］取替え１基　等）
　電気工事（蛍光灯、外灯、換気扇）
　排水工事（構内会所等）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 設備総合維持管理業務委託

2.事業場所

3.期間 平成28年4月1日～平成31年3月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年1月28日

6.入札方法 制限付一般競争入札

7.予定価格 ￥52,898,400円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱大阪ガスファシリティーズ

9.契約金額 ￥45,900,000円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年2月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

毎美エンジニアリング㈱ 大阪市福島区海老江5-4-8 94,700,000 円

㈱大和 枚方市長尾谷町3-11-1 99,000,000 円

㈱クレイブ 大阪市住吉区長居東1-8-9 69,943,000 円

京阪ビルテクノサービス㈱ 枚方市西禁野1-3-35 81,038,000 円

㈱大阪ガスファシリティーズ 大阪市東成区中道1-4-2 42,500,000 円 落札

日本管財㈱
大阪市中央区淡路町3-6-3
御堂筋MTRビル5階

44,340,400 円

近畿ビルテクノ㈱ 大阪狭山市池之原3-1017-2 64,512,000 円

近畿ビルサービス㈱大阪営業所 大阪市中央区島町1-1-3 55,170,000 円

交野市立学校給食センター（交野市倉治9-2690-1）

①受変電設備
②受水槽点検清掃
③貯湯槽
④昇降機保守点検
⑤消防設備保守点検
⑥飲料水の水質検査
⑦簡易専用水道検査
⑧ばい煙測定
⑨吸収式冷温水機点検業務
⑩ジェネライト保守点検業務
⑪（ＧＨＰ）ガスヒートポンプ保守点検業務
　　　　　　ガスヒートポンプ室内外機
⑫（厨房排水処理設備）
　排水処理施設維持管理
　活性炭脱臭装置
　ボイラー排水処理設備
　排水処理施設
　厨房排水処理油分離槽汚泥引抜き
　脱水ケーキ等処分
⑬害虫駆除（ハエ、ゴキブリ、ネズミ）
⑭巡回点検

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 星田山手1丁目地内他汚水取付管（紙管）取替工事

2. 工事場所 交野市星田山手1丁目地内他

3. 工　　　期 平成28年2月1日～平成28年3月16日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年1月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，４６７，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，３００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 三黄建設㈱

10.契約金額 ￥６，８０４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年2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
オーレス(株) 交野市天野が原4-13-8 辞退
(有)川人設備 交野市青山1-17-4 8,120,000 円
三黄建設(株) 交野市星田西3-16-3 6,300,000 円 落　札
(株)平田設備興産 交野市星田4-33-3 7,820,000 円
(株)エーティーエヌ交野営業所 交野市南星台2-1-3 8,120,000 円
(株)森長工業交野支店 交野市倉治5-1-43 辞退

土工　一式
管布設工
　硬質塩化ビニル管布設工　VUφ 200㎜　L=8.55m
　取付管布設工HP用φ 250㎜*150㎜　N=12.0箇所
　取付管布設工VP用φ 250㎜*150㎜　N=1.0箇所
　取付管布設工φ 150㎜（3.0m以内）　N=15.0箇所
　取付管布設工φ 100㎜（3.0m以内）　N=27.0箇所
汚水桝工
　汚水桝蓋設置工φ 350㎜　N=27.0箇所
汚水人孔工
　汚水人孔設置工φ 900㎜*φ 600㎜（方円）　N=1.0箇所
　汚水人孔蓋設置工φ 600mm（ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ）　N=4.0箇所
　既設汚水人孔蓋撤去工φ 600mm　N=4.0箇所
　汚水人孔蓋補修工　取付管φ 100mm　N=13.0箇所
付帯工　一式
舗装工（仮復旧）
　路盤工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　t=15cm　A=91.12㎡
　表層工　再生密粒As　t=5cm　A=91.12㎡
舗装工（本復旧）
　不陸整正工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　t=2cm　A=291.69㎡
　表層工　再生密粒As　T=5cm　A=291.69㎡



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 下水道台帳作成業務委託

2.事業場所 交野市内

3.期間 平成28年2月1日～平成28年3月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年1月28日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 　￥４，８１６，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 国際航業(株)大阪支店

9.契約金額 　￥４，６４４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年2月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 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） 4,300,000 円 落札

㈱五星関西支社 大阪市東成区中道3-17-12 4,600,000 円
㈱ウエスコ関西支社 大阪市中央区大手通2-2-13 5,800,000 円
㈱パスコ大阪支店 大阪市浪速区湊町1-2-3 4,500,000 円
㈱アスコ 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 4,600,000 円
玉野総合コンサルタント㈱
大阪支店

大阪市北区西天満1-2-5 5,000,000 円

管渠延長　　　　１．５１５㎞
地形修正　　　　０．０２５㎢
地形図移写修正　０．００３㎢
汚水取付管作成　２８９箇所

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 松塚地区公共下水道管渠清掃業務委託

2.事業場所 交野市松塚21～26番地内

3.期間 平成28年2月1日～平成28年3月21日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年1月28日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 　￥１，２６３，６００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 　　　￥７０２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年2月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

石田造園土木(株)交野支店 交野市寺2-18-17 740,000 円
(株)エコ・テクノ枚方支店 枚方市北山1-54-55 720,000 円
(株)交野興業 交野支店 交野市星田7-2076-1 650,000 円 落札
交野市水道サービス(株) 交野市私市2-24-1 辞退
北大阪環境㈱ 寝屋川市美井元町10-25 700,000 円

管路清掃工（管径２００㎜高圧洗浄車清掃工）　３５９．３３ｍ
土砂処分工　１．８６㎥

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 広報紙の印刷請負

2. 事業場所 交野市私部１－１－１

3. 期　　　間 平成28年4月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要　　　  

5. 入札日 平成28年1月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１８，２４１，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱近畿印刷センター

9.契約金額 ￥１５，３９６，４８０円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年2月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

(株)高速オフセット 大阪市北区梅田3-4-5　毎日新聞ビル6F 14,676,480 円
サンケイ総合印刷(株) 大阪市此花区西九条2-14-6 19,545,600 円
(株)廣済堂 豊中市蛍池西町2-2-1 欠席
(株)近畿印刷センター 柏原市本郷5-6-25 14,256,000 円 落札
桃花園印刷所 枚方市野村元町7-1 辞退
大阪書籍印刷(株) 大阪市西淀川区百島1-3-78 18,000,000 円
(株)関西共同印刷所 大阪市北区大淀中3-15-5 無効

平成２８・２９年度の広報紙を印刷するもの。
　毎月１回発行（３２，０００部／回）
　Ａ４判・冊子型・再生上質紙・３６ページ
墨１色（表裏のみ４色）

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）


