
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立第二・第三中学校屋上防水改修工事

2. 工事場所 交野市幾野4-1-1　他1箇所

3. 工　　　期 平成28年7月2日～平成28年9月13日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年6月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥８４，４９９，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６６，５００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 中外商工株式会社

10.契約金額 ￥７１，８２０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年7月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社松下克商店 大阪市東住吉区公園南矢田2‐13‐2 66,500,000 円

株式会社藤井工業 四條畷市雁屋南町18-27 66,500,000 円

関西土建株式会社 東大阪市足代3-5-21 66,500,000 円

株式会社ソトムラ 東大阪市足代3‐5‐1 66,500,000 円

中外商工株式会社 大阪市西区靭本町1‐9‐15 66,500,000 円
落札
（くじ）

株式会社関西マサル 大阪市北区長柄中3‐1‐8 66,500,000 円

株式会社ハマキャスト
大阪市北区西天満4‐14‐3　リゾートトラ
スト御堂筋ビル7階

株式会社日研コーポレーション 大阪市阿倍野区王子町2‐13‐19 66,500,000 円

株式会社協榮リノベイション 大阪市東住吉区住道矢田6‐16‐9 66,500,000 円

技巧エポ株式会社 吹田市南吹田5‐22‐13 66,500,000 円

リフレックス株式会社 大阪市都島区片町2‐11‐19 66,500,000 円

高分子株式会社 堺市中区深井北町3418‐1 66,500,000 円

[第二中学校]
仮設工事　　・仮囲い
　　　　　　　　・足場　等
防水改修工事　・塗膜防水
　　　　　　　　　  ・シート防水
　　　　　　　　　　・シーリング　等
[第三中学校]
仮設工事　　　・仮囲い
　　　　　　　　  ・足場　等
防水改修工事　　・塗膜防水
　　　　　　　　　　  ・シート防水
　　　　　　　　　　　・シーリング　等

内訳書未提出のため失格

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部5丁目地内汚水管布設工事

2. 工事場所 交野市私部5丁目地内

3. 工　　　期 平成28年7月1日～平成28年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年6月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１８，０７９，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１３，１５０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社和紀総合

10.契約金額 ￥１４，２０２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年7月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4-47-7 13,150,000 円

豊成建設工業株式会社交野営業所 交野市向井田1-26-9 13,150,000 円

佐藤土木工業株式会社交野営業所 交野市郡津2-29-27 16,700,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 13,150,000 円
落札
（くじ）

河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私部3-12-16 辞退

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 13,150,000 円

株式会社正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 13,150,000 円

橘内建設株式会社交野支店 交野市私部5-22-6 13,150,000 円

山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6-37-6 辞退

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 辞退

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 13,150,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 13,150,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 13,150,000 円

株式会社森長工業　交野支店 交野市倉治5-1-43 13,150,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 辞退

株式会社パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 13,150,000 円

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 辞退

堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市天野が原2-4-15 13,150,000 円

有限会社サンコー交野営業所 交野市幾野4-23-21 辞退

丸信住宅株式会社交野支店 交野市星田北6-11-1 13,150,000 円

有限会社山﨑設備 交野市藤が尾4-17-6 13,150,000 円

株式会社エーティエヌ交野営業所 交野市南星台2-1-3 13,150,000 円

河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2-13-18 辞退

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 13,150,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 13,150,000 円

株式会社戸田設備工業所交野支店 交野市私部西5-15-12 13,150,000 円

有限会社平林建設交野営業所 交野市倉治5-16-6 13,150,000 円

安積建設株式会社交野営業所 交野市星田西4-11-4 16,000,000 円

株式会社中央土木交野営業所 交野市星田北1-43-2 13,150,000 円

株式会社西村工業交野営業所 交野市東倉治4-47-9 13,150,000 円

管きょ工（開削）　φ 200mm    　　　　　　　　　　  l=172.51m
組立マンホール工（組立1号、方円1号）　　　　 　6箇所
小型マンホール工　　　　　　 　　　　　　　　　　　　6箇所
ます設置工　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　15箇所
取付管布設工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15箇所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市橋梁定期点検業務委託

2. 工事場所 交野市内全域135橋

3. 工　　　期 平成28年7月5日～平成29年3月21日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年6月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３４，２４６，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社オオバ大阪支社

9.契約金額 ￥１０，２４９，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年7月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社オオバ大阪支社
大阪市中央区淡路町1‐7‐3　日土地境
筋ビル

9,490,000 円 落札

大日コンサルタント株式会社大阪支
社

大阪市淀川区西中島5‐12‐8 13,980,000 円

株式会社かんこう 大阪市城東区野江1‐12‐8 13,400,000 円

国際航業株式会社大阪支店
大阪市中央区南船場2‐3‐2　（南船場
ハートビル）

12,850,000 円

株式会社日本構造橋梁研究所大阪
支社

大阪市淀川区西宮原1‐4‐13 19,720,000 円

東洋技研コンサルタント株式会社 大阪市淀川区新北野1‐14‐11 22,450,000 円

復建調査設計株式会社 大阪市淀川区西宮原1‐4‐13 26,000,000 円

株式会社アスコ大東 大阪市中央区南本町3-6-14 21,870,000 円

パシフィックコンサルタンツ株式会社 大阪市北区堂島浜1-2-1 19,720,000 円

株式会社パスコ大阪支店 大阪市浪速区湊町1‐2‐3 17,900,000 円

計画準備　　　　　              　 N＝135橋
定期点検　　　　　　　　　　　　　 N＝135橋
報告書作成　　　　　　　　　　　　N＝135橋
打合せ協議　　　　　　　　　　　　　　　　1式
長寿郎最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ（ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ版）　　1式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立長宝寺・私市小学校屋上防水改修工事

2. 工事場所 交野市郡津1-43-1 他1箇所

3. 工　　　期 平成28年7月2日～9月13日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年6月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥８６，７４５，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６８，２７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社ハマキャスト

10.契約金額 ￥７３，７３１，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年7月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社松下克商店 大阪市東住吉区公園南矢田2-13-2 68,270,000 円

株式会社協榮リノベイション 大阪市東住吉区住道矢田6-16-9 68,270,000 円

株式会社藤井工業 四條畷市雁屋南町18-27 68,270,000 円

株式会社日研コーポレーション 大阪市阿倍野区王子町2-13-19 辞退

高分子株式会社 堺市中区深井北町3418-1 68,270,000 円

技巧エポ株式会社 吹田市南吹田5-22-13 68,270,000 円

株式会社ショウリュウ 大阪市平野区長吉長原4-16-20 68,270,000 円

リフレックス株式会社 大阪市都島区片町2-11-19 68,270,000 円

株式会社ハマキャスト
大阪市北区西天満4-14-3　ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ
御堂筋ﾋﾞﾙ7階

68,270,000 円
落札
（くじ）

関西土建株式会社 東大阪市足代3-5-21 68,270,000 円

株式会社ソトムラ 東大阪市足代3-5-1 68,270,000 円

中外商工株式会社 大阪市西区靭本町1-9-15

株式会社日本システム 大阪市淀川区西中島4-2-21 68,270,000 円

建築工事…一式
・長宝寺小学校
　　直接仮設工事、防水改修工事、フェンス改修工事、塗装・雑工事
・私市小学校
　　直接仮設工事、防水改修工事、塗装・雑工事

他案件落札のため資格なし

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立交野小学校北館便所改修工事

2. 工事場所 交野市私部1-54-1

3. 工　　　期 平成28年7月21日～平成28年8月24日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，３５２，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，４２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 交野市水道サービス株式会社

10.契約金額 ￥４，０９３，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年7月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

北口工業株式会社 交野市星田5‐7‐4 4,030,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4‐33‐3 4,030,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治2‐1‐12 4,000,000 円

交野市水道サービス株式会社 交野市私市2‐24‐1 3,790,000 円 落札

若林設備工業株式会社交野支店 交野市倉治3‐24‐8 欠席

・建築工事　　　一式
　　手洗い解体撤去、左官工、手洗いｼﾝｸ搬入・取付等
・設備工事
　　　給水設備工事　　一式
　　　排水設備工事　　一式
　　　衛生器具工事　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立小・中学校空調機清掃業務委託

2. 工事場所 交野市私部1-54-1　他4箇所

3. 工　　　期 平成28年7月1日～平成28年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，７６４，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社山口商会

9.契約金額 ￥１，８６４，０８０円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年7月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社山口商会 大阪市港区南市岡1‐4‐7 1,726,000 円 落札

株式会社大阪ガスファシリティーズ 大阪市東成区中道1‐4‐2 2,970,000 円

交野市水道サービス株式会社 交野市私市2‐24‐1 3,034,500 円

株式会社グリーン空調サービス 吹田市江坂町2‐11‐30 1,785,000 円

株式会社サーモビルダー 枚方市大峰南町2‐15 2,230,000 円

空調機　室内機清掃　　清掃台数119台
　　交野小学校36台
　　妙見坂小学校27台
　　長宝寺小学校・・・26台
　　第一中学校・・・15台
　　第二中学校・・・15台

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 準用河川小久保川構造物点検調査業務

2.事業場所 交野市私市3丁目地内 他

3.期間 平成28年7月4日～平成28年10月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年6月28日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥２，３５４，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社浪速技研コンサルタント

9.契約金額 ￥２，１６０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年7月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

株式会社浪速技研コンサル
タント

茨木市下穂積1‐2‐29 2,000,000 円 落札

五洋設計株式会社大阪支店 高槻市西五百住町6‐5 2,200,000 円

株式会社エヌイーエス 大阪市北区浪花町14‐25 2,100,000 円

内外エンジニアリング株式会
社大阪支社

大阪市中央区高麗橋1‐6‐10 2,200,000 円

MOGコンサルタント株式会
社

岸和田市宮前町20‐20 辞退

株式会社共和技術研究所 大阪市阿倍野区阿倍野筋4‐18‐3 辞退

河川定期横断測量　　 　13本
4級水準測量　　　　L=1.17km
計画準備　　　　　　　　　　1式
調査・点検　　　　　　　  　1式
報告書作成　　　　　　　 　1式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 市内管理地除草業務委託

2.事業場所 交野市星田山手3丁目地内 他

3.期間 平成28年7月4日～平成28年8月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年6月28日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥５，２７０，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社リンテック

9.契約金額 ￥４，７４１，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年7月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

交野造園 交野市私部2‐13‐11 4,500,000 円

株式会社グリーン京阪 本社 交野市星田北8-29-7 4,560,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4‐7‐3 4,550,000 円

株式会社総合緑化 交野市星田8‐9‐29 4,610,000 円

株式会社山満造園本店 交野市私市5‐17‐11 4,550,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2‐18‐17 4,390,000 円 落札

除草工　　　A=17,149㎡
　　　機械除草　 A=13,040㎡
　　　人力除草　 A=4.109㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 私部地区汚水管改築に伴う実施設計委託（管更生）

2.事業場所
私部6丁目地内、私部3丁目地内、
私部西1丁目地内、私部8丁目地内

3.期間 平成28年7月1日～平成28年9月30日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年6月28日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥５，５１８，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社浪速技研コンサルタント

9.契約金額 ￥４，９６８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年7月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用
株式会社浪速技研コンサル
タント

茨木市下穂積1‐2‐29 4,600,000 円 落札

株式会社井沢設計 八尾市南小阪合町5‐8‐30 4,800,000 円

キタイ設計株式会社大阪支
社

高槻市西真上1‐27‐3 4,870,000 円

株式会社寛設計事務所 大阪市北区西天満5‐2‐18 4,800,000 円

ケイエムエンジニアリング株
式会社大阪支店

大阪市中央区平野町1‐8‐11　ﾙｰﾄ
北浜ﾋﾞﾙ4Ｆ

4,740,000 円

株式会社エース大阪支社 大阪市中央区船越町1-3-4 4,800,000 円

下水道業務
　　・管更生工法改築・詳細設計全工程・・・1業務
　　　（内径800mm未満）管路延長84.2m
　　・管路施設耐震設計（管更生工法）（ﾚﾍﾞﾙ１地震動）・・・1業務
　　　円形管（800mm未満）100未満
　　・管渠詳細設計　報告書作成・・・1業務
　　・管渠詳細設計　設計協議・・・1業務

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成28年度交野市防犯灯LED化事業第1期工事

2. 工事場所 市内438箇所

3. 工　　　期 平成28年7月1日～平成28年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，０１３，６００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 株式会社みまさか電気工業

10.契約金額 ￥６，８０４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年7月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

有限会社真電 交野市倉治6-13-10 6,300,000 円

株式会社興亜電業社交野営業所 交野市倉治5-6-5 6,300,000 円

有限会社アゴーテック 交野市藤が尾5-11-4 6,300,000 円

小川電機工事株式会社 交野市星田北5-21-5 6,300,000 円

有限会社岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 6,300,000 円

株式会社北村商店 交野市私部5-2-38 6,300,000 円

セイヤ電気 交野市妙見坂3-11-14 6,300,000 円

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 6,300,000 円

株式会社みまさか電気工業 交野市私部6-35-5 6,300,000 円
落札
（くじ）

株式会社水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 6,300,000 円

灯具取替
　LED防犯灯10VA  N=399台
　LED防犯灯20VA  N=39台

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 乙辺浄化センター施設更新に係る基本検討業務委託

2.事業場所 交野市星田北1-7-5

3.期間 平成28年7月1日～平成28年12月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年6月28日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥５，２０５，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本水工設計株式会社大阪支社

9.契約金額 ￥４，５３６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年7月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

株式会社三水コンサルタント大阪
支社

大阪市北区中之島6‐2‐40 5,000,000 円

株式会社日水コン大阪支所
吹田市江坂町1‐23‐101(大同生命江坂ビ
ル）

9,500,000 円

日本水工設計株式会社大阪支社 大阪市中央区南船場2‐9‐8 4,200,000 円 落札

株式会社エイト日本技術開発関西
支社

大阪市淀川区野中北1‐12‐39 5,500,000 円

玉野総合コンサルタント株式会社
大阪支店

大阪市北区西天満1‐2‐5 5,502,000 円

中日本建設コンサルタント株式会
社大阪事業所

大阪市中央区内本町1‐3‐5 5,300,000 円

・施設の現状把握
・し尿、浄化槽汚泥発生量及び必要施設規模の設定
・し尿、浄化槽汚泥の処理方式の検討
・施設配置の検討
・概算事業費の検討（財源計画を含む）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成28年度寺作業所有価物（鉄くず）の売却

2. 事業場所 交野市寺1-271-1

3. 納期限 平成28年7月1日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８円６０銭／ｋｇ（消費税を含まない）

8.契約の相手方 株式会社ＹＫ

9.契約金額 ￥１５円００銭／ｋｇ（消費税を含まない）

10.契約日 平成28年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 住所 適　　用

大栄環境株式会社 和泉市テクノステージ2‐3‐28 5.30 円/kg

有限会社福商リサイクル 八尾市西高安町5‐32‐4 辞退

株式会社ＹＫ 交野市青山2‐2684 15.00 円/kg 落札

株式会社ダイトク 摂津市新在家2‐1‐1 5.00 円/kg

北井商店 寝屋川市小路北町28‐19 6.75 円/kg

株式会社フクショー
大阪市西区南堀江3‐6‐1西大阪ビルディン
グ204

9.29 円/kg

有限会社田中企画 交野市星田北1‐44‐1 3.00 円/kg

有限会社徳山産業 高槻市大字原3018 1.30 円/kg

入札金額（消費税を除く）

買受者は改修した鉄くずの引渡重量を月単位で集計し、翌月10日ま
でに環境事業課に報告書を提出するものとする。

平成28年度推定売却量　月間約10,000kg

・積込み方法：買受者の運搬車両に寺作業所職員が重機を使用して
積み込む。
・計量方法：買受者所有のトラックスケールにより計量する。



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成28年度寺作業所有価物（アルミ）の売却

2. 事業場所 交野市寺1-271-1

3. 納期限 平成28年7月1日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７０円／ｋｇ（消費税を含まない）

8.契約の相手方 株式会社ＹＫ

9.契約金額 ￥８０円／ｋｇ（消費税を含まない）

10.契約日 平成28年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 住所 適　　用

大栄環境株式会社 和泉市テクノステージ2‐3‐28 70.00 円/kg

有限会社福商リサイクル 八尾市西高安町5‐32‐4 辞退

株式会社ＹＫ 交野市青山2‐2684 80.00 円/kg 落札

株式会社ダイトク 摂津市新在家2‐1‐1 20.00 円/kg

北井商店 寝屋川市小路北町28‐19 65.50 円/kg

株式会社フクショー
大阪市西区南堀江3‐6‐1西大阪ビルディン
グ204

40.10 円/kg

有限会社田中企画 交野市星田北1‐44‐1 75.00 円/kg

有限会社徳山産業 高槻市大字原3018 43.00 円/kg

入札金額（消費税を除く）

買受者は改修したアルミの引渡重量を月単位で集計し、翌月10日ま
でに環境事業課に報告書を提出するものとする。

平成28年度推定売却量　月間約400kg

・積込み方法：買受者の運搬車両に寺作業所職員が重機を使用して
積み込む。
・計量方法：買受者所有のトラックスケールにより計量する。


