
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立郡津・岩船小学校屋上防水改修工事

2. 場　　　所 交野市郡津4-13-1 他1箇所

3. 期　　　間 平成29年7月4日～平成29年9月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥９８，６０４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７７，９００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社関西マサル

10.契約金額 ￥８４，１３２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年7月3日

12.参加業者等

参加業者名 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 77,900,000 円

株式会社藤井工業 四條畷市雁屋南町18-27 77,900,000 円

高分子株式会社 堺市中区深井北町3418-1 77,900,000 円

中外商工株式会社 大阪市西区靭本町1-9-15 77,900,000 円

株式会社関西マサル 大阪市都島区御幸町1-3-10 77,900,000 円 落札（くじ）

株式会社ソトムラ 東大阪市足代3-5-1 77,900,000 円

株式会社ハマキャスト 大阪市北区西天満4-14-3 77,900,000 円

郡津小学校　 　　構造：ＲＣ造3階建（一部平屋建）
　　　　　　　　　　　屋上面積：約2,470㎡
岩船小学校　　　 構造：ＲＣ造3階建（一部平屋建）
　　　　　　　　　　　屋上面積；約2,258㎡
・既存防水層に高圧水洗浄、ケレン・清掃、既設脱気筒撤去の下地調整を行
い、塩化ビニル樹脂系シート防水、ウレタン系塗膜防水、シーリング等を施す。
・手すり、ハッチ、配管基礎等に塗装を施す。
・外壁爆裂箇所の補修。（はつり出し→洗浄・清掃→中性化回復処理→充填仕
上げ→中性化防止層塗→化粧仕上げ）
・その他雑工事。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立星田・旭小学校屋上防水改修工事

2. 場　　　所 交野市星田3-33-4 他1箇所

3. 期　　　間 平成29年7月4日～平成29年9月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥７６，２９１，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６０，０００，０００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 ￥６４，８００，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年7月3日

12.参加業者等

参加業者名 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 60,000,000 円

株式会社藤井工業 四條畷市雁屋南町18-27 60,000,000 円

高分子株式会社 堺市中区深井北町3418-1 60,000,000 円

ネオ・ルーフィング株式会社 大阪市東淀川区大桐1-8-5 60,000,000 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 60,000,000 円

三協工材株式会社 大阪市西区靭本町2-5-15 60,000,000 円

中外商工株式会社 大阪市西区靭本町1-9-15 60,000,000 円 落札（くじ）

株式会社関西マサル 大阪市都島区御幸町1-3-10 資格無効 ※

株式会社ソトムラ 東大阪市足代3-5-1 60,000,000 円

株式会社ハマキャスト 大阪市北区西天満4-14-3 60,000,000 円

※他一般競争入札案件を落札したため、資格無効。

星田小学校　　 　構造：ＲＣ造3階建（一部2階建）
　　　　　　　　　　　屋上面積：約1,505㎡
旭小学校　　　　  構造：ＲＣ造3階建
　　　　　　　　　　　屋上面積；約1,474㎡
・既存防水層に高圧水洗浄、ケレン・清掃、既設脱気筒撤去の下地調整を行
い、塩化ビニル樹脂系シート防水、ウレタン系塗膜防水、シーリング等を施す。
・手すり、ハッチ、配管基礎等に塗装を施す。
・星田小学校の外壁爆裂箇所の補修。（はつり出し→洗浄・清掃→中性化回復
処理→充填仕上げ→中性化防止層塗→化粧仕上げ）
・その他雑工事。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立妙見坂小学校・第四中学校屋上防水改修工事

2. 場　　　所 交野市妙見坂7-20-1 他1箇所

3. 期　　　間 平成29年7月4日～平成29年9月8日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥５２，９５２，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４１，６００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社藤井工業

10.契約金額 ￥４４，９２８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年7月3日

12.参加業者等

参加業者名 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 41,600,000 円

山﨑工業株式会社 大阪市淀川区十八条2-13-5 41,600,000 円

株式会社今重興産 堺市西区浜寺元町2-170 41,600,000 円

株式会社藤井工業 四條畷市雁屋南町18-27 41,600,000 円 落札（くじ）

高分子株式会社 堺市中区深井北町3418-1 41,600,000 円

ネオ・ルーフィング株式会社 大阪市東淀川区大桐1-8-5 41,600,000 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 41,600,000 円

三協工材株式会社 大阪市西区靭本町2-5-15 41,600,000 円

中外商工株式会社 大阪市西区靭本町1-9-15 資格無効 ※

株式会社関西マサル 大阪市都島区御幸町1-3-10 資格無効 ※

株式会社ソトムラ 東大阪市足代3-5-1 41,600,000 円

株式会社ハマキャスト 大阪市北区西天満4-14-3 41,600,000 円

株式会社環境開発　大阪営業所 大阪市淀川区西中島7-6-12 41,600,000 円

※他一般競争入札案件を落札したため、資格無効。

妙見坂小学校　　構造：ＲＣ造3階建（一部平屋建）
　　　　　　　　　　　屋上面積：約1.348㎡
第四中学校　　　 構造：ＲＣ造4階建（一部平屋建）
　　　　　　　　　　　屋上面積；約999㎡
・既存防水層に高圧ポンプ、ケレン・清掃、既設鋼性先付押え金物撤去等の下
地調整を行い、塩化ビニル樹脂系シート防水、ウレタン系塗膜防水、シーリン
グ等を施す。
・ＥＸＰ．Ｊの取替。
・Ｕカットシール充填工法、エポキシ樹脂モルタル充填工法による外壁爆裂箇
所の補修。
・その他雑工事。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 学校トイレ簡易改修工事

2. 場　　　所 交野市妙見坂7-20-1 他3箇所

3. 期　　　間 平成29年7月4日～平成29年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３８，７３９，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３０，９２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社平田設備工産

10.契約金額 ￥３３，３９３，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年7月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 30,920,000 円

株式会社森長工業 交野支店 交野市倉治5-1-43 30,920,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 30,920,000 円 落札（くじ）

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 30,920,000 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 30,920,000 円

若林設備工業株式会社 交野支店 交野市倉治3-24-8 30,920,000 円

河本技建工業株式会社 交野営業所 交野市私部3-12-16 30,920,000 円

加賀ポンプ店 交野市倉治6-3-1 30,920,000 円

・各学校既存和式便器を洋式便器へと変更する。
　妙見坂小学校：２５台
　倉治小学校　 ：２５台
　第二中学校　 ：　６台
　第三中学校　 ：３５台
・既存トイレブースの扉を内開きから外開きへ変更する。
・既存トイレブースのうち、老朽化や破損の激しいものについては新設する。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校消防設備点検業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年7月4日～平成29年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，２７４，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 小川電機工事株式会社

9.契約金額 ￥３，４６６，８００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年7月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社興亜電業社交野
営業所

交野市倉治5-6-5 4,600,000 円

有限会社アゴーテック 交野市神宮寺1-26-17 5,480,000 円

小川電機工事株式会社 交野市星田北5-21-5 3,210,000 円 落札

木内ポンプ株式会社 茨木市永代町4-105 5,820,000 円

有限会社ダイトー 寝屋川市御幸西町25-48 5,340,000 円

有限会社真電 交野市倉治6-13-10 辞退

交野市私部1-54-1 他13箇所

・屋内消火栓設備、自動火災報知設備、非常警報設備等の消防設備点検
・防火設備定期検査業務及び、定期報告書作成・報告業務

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校空調機清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年7月4日～平成29年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，２１４，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 交野市水道サービス株式会社

9.契約金額 ￥１，７１３，９６０円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年7月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社創美 東大阪市森河内東2-19-9 1,610,000 円

交野市水道サービス株式
会社

交野市私市2-24-1 1,587,000 円 落札

株式会社山口商会 大阪市港区南市岡1-4-7 1,610,000 円

株式会社サーモビルダー 枚方市大峰南町2-15 欠席

株式会社ビット 大阪市中央区城見2-1-61 2,499,000 円

入札金額（消費税を除く）

交野市郡津4-13-1 他4箇所

・空調室内機のフィルター、ファンを分解・薬剤洗浄し、乾燥後組み立てる。
・空調室内機の熱交換器（フィン）の薬剤洗浄を行う。その際、フィンの状態確認を
行い、不良箇所は写真等で報告する。
・ドレンパンの点検・報告。ドレン配管が正常に機能していない場合、清掃を行う。
・清掃完了後、試運転による確認を行う。
・清掃が完了した室内機に清掃日・清掃業者を記入したシールを貼る。
　（すでにシールがあれば、そのシールに清掃日・清掃業者を記入する）
・郡津小学校47台、倉治小学校6台、旭小学校26台、第一中学校16台、第二中学
校20台
　計115台



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立郡津・岩船小学校屋上防水改修工事監理業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年7月4日～平成29年9月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，１７７，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 一級建築士事務所クリエイトクモカワ

9.契約金額 ￥９７２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年7月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

谷口建築事務所一級建築
士事務所

枚方市東香里3-45-11 1,800,000 円

株式会社エム・ケイ設計事
務所

大阪市北区太融寺町2-21 ニ
ユープラザビル

辞退

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

1,000,000 円

一級建築士事務所クリエイト
クモカワ

交野市私部3-11-7 900,000 円 落札

一級建築士事務所藤井設
計事務所

交野市私部6-35-4 1,000,000 円

入札金額（消費税を除く）

交野市郡津4-13-1 他1箇所

・「交野市立郡津・岩船小学校屋上防水改修工事」が円滑かつ適正に施工され
るよう監理業務を行う。
・工事着手前等、必要とするときに発注者と打ち合わせを行う。その際、必要に
応じて資料等を作成する。
・その他雑業務。



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立星田・旭小学校屋上防水改修工事監理業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年7月4日～平成29年9月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，１７７，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 一級建築士事務所藤井設計事務所

9.契約金額 ￥８６４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年7月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社アルキービ総合計
画事務所

大阪市東住吉区西今川1-5-7 K
コート101号

辞退

株式会社遠藤秀平建築研
究所

大阪市北区天満2-14-5 欠席

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

1,000,000 円

一級建築士事務所クリエイト
クモカワ

交野市私部3-11-7 900,000 円

一級建築士事務所藤井設
計事務所

交野市私部6-35-4 800,000 円 落札

入札金額（消費税を除く）

交野市星田3-33-4 他1箇所

・「交野市立星田・旭小学校屋上防水改修工事」が円滑かつ適正に施工される
ように監理業務を行う。
・工事着手前等、必要とするときに発注者と打ち合わせを行う。その際、必要に
応じて資料等を作成する。
・その他雑業務。



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小学校3校擁壁点検業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年7月4日～平成29年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９３６，３６０円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社シードコンサルタント大阪支社

9.契約金額 ￥９１８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年7月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

クモノスコーポレーション株
式会社

箕面市船場東2-1-15 辞退 ― ―

株式会社五星　関西支社 大阪市東成区中道3-17-12 3,000,000 円 辞退 ―

株式会社エルクコンサルタ
ント大阪支店

大阪市中央区南船場1-3-17 1,250,000 円 辞退 ―

基礎地盤コンサルタンツ株
式会社関西支社

吹田市豊津町12-32 1,700,000 円 辞退 ―

株式会社シードコンサルタン
ト大阪支社

大阪市天王寺区上本町6-6-2 985,000 円 900,000 円 850,000 円 落札

第一回入札額
（消費税を除く）

交野市妙見坂7-20-1 他2箇所

妙見坂小学校・長宝寺小学校・私市小学校ついて、擁壁の安全性を確認する。
・業務計画書作成
・現地踏査
・打合せ及び資料作成
・現地点検
・報告書作成

第二回入札額
（消費税を除く）

第三回入札額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立交野小学校境界確定測量業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年7月4日～平成29年12月27日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，１６８，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 冨田登記測量事務所

9.契約金額 ￥３，２４０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年7月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

冨田登記測量事務所 交野市私部西1-6-5-210 3,000,000 円 落札

吉田登記測量事務所 交野市郡津4-3-6 3,100,000 円

公益社団法人　大阪公共嘱
託登記土地家屋調査士協

大阪市中央区船越町1-3-6　フ
レックス大手前

辞退

土地家屋調査士法人コクド 寝屋川市木田町3-26-105 4,890,000 円

株式会社北斗エンジニアリ
ング

茨木市沢良宜西2-17-48 4,800,000 円

交野市私部1-54-1他

・交野市立交野小学校の境界確定測量
・交野市立第一・第二給食センターの境界確定測量
・道路と水路への越境部分の分筆
・上記作業に伴う地図訂正と表示登記、分筆、合筆作業一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 道路照明灯ＬＥＤ化事業

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成40年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６２，７０４，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日立キャピタル株式会社

9.契約金額 ￥３０，４３２，６７２円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年7月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

ＮＴＴファイナンス株式会社　
関西支店

大阪市中央区平野町2-3-7　
アーバンエース北浜

55,482,000 円

芙蓉総合リース株式会社 大
阪支店

大阪市中央区高麗橋4-4-9 辞退

大和リース株式会社 大阪本
店

大阪市中央区備後町1-5-2 辞退

三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲ
ﾅﾝｽ株式会社

東京都港区芝浦1-2-3 44,640,000 円

ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 東京都港区虎ノ門1-2-6 45,641,400 円

日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋1-3-1 28,178,400 円 落札

ディー・エフ・エル・リース株
式会社

大阪市中央区伏見町4-1-1 31,311,600 円

株式会社関電Ｌ＆Ａ 大阪市西淀川区歌島2-4-7 47,084,400 円

入札金額（消費税を除く）

交野市内

・防犯灯型ＬＥＤ道路灯（15Ｗ）　　　３８０灯
・ＬＥＤ生活道路灯（33～47Ｗ）　　　３８９灯
・ＬＥＤ道路灯（38～７６Ｗ）　　　　　　 ８１灯
・ＬＥＤデザイン道路灯　　　　　　　　１０７灯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　 ９５７灯



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 天野が原町6号線（無名橋）橋梁補修設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年7月3日～平成29年9月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，２４４，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社関西エンジニヤリング大阪営業所

9.契約金額 ￥１，７０６，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年7月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

東日設計コンサルタント株式
会社大阪営業所

大阪市浪速区戎本町1-9-21-
501

1,950,000 円

中央コンサルタンツ株式会
社大阪支店

大阪市中央区今橋4-1-1 3,000,000 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 4,780,000 円

株式会社ＣＰＣ 大阪市西区阿波座2-1-1 2,350,000 円

株式会社関西エンジニヤリ
ング大阪営業所

大阪市西淀川区姫里1-20-3 1,580,000 円 落札

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 4,000,000 円

入札金額（消費税を除く）

交野市天野が原町2丁目地内

計画準備
既存資料収集整理及び現地踏査
現地調査
橋梁補修詳細設計（１橋）
報告書作成
打合協議
調査試験



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 準用河川前川構造物点検調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年7月4日～平成29年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２６１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 伸栄開発株式会社大阪支店

9.契約金額 ￥２，４１１，６４０円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年7月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

大日本コンサルタント株式会
社大阪支社

大阪市中央区南久宝寺町3-1-8 辞退

協和設計株式会社 茨木市丑寅2-1-34 2,850,000 円

株式会社スリーエスコンサ
ルタンツ

大阪市北区中崎西2-4-12 5,950,000 円

株式会社東光コンサルタン
ツ大阪支店

大阪市西区西本町1-3-15 7,000,000 円

株式会社エヌイーエス 大阪市北区浪花町14-25 2,800,000 円

伸栄開発株式会社大阪支
店

大阪市淀川区西中島1-9-20 2,233,000 円 落札

入札金額（消費税を除く）

交野市私部南1丁目地内 他

河川定期横断測量　　２１本
河川測量　　　　　　　　Ｌ＝1.78km
計画準備　　　　　　　　一式
調査・点検　　　　　　　一式
報告書作成　　　　　　 一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 調整池整備事業物件等補償調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年7月4日～平成29年9月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，４４０，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 写測エンジニアリング株式会社大阪支店

9.契約金額 ￥１，８７９，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年7月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社信栄補償設計 大阪市中央区内本町1-2-14 2,480,000 円

株式会社三和綜合コンサル 大阪市旭区清水1-5-21 1,770,000 円

株式会社ＵＲリンケージ西日
本支社

大阪市中央区城見1-2-27 1,990,000 円

大阪エンジニアリング株式
会社

大阪市西区九条南2-18-16 2,500,000 円

写測エンジニアリング株式
会社大阪支店

大阪市天王寺区上本町3-2-15 1,740,000 円 落札

入札金額（消費税を除く）

交野市私部南4丁目地内

補償調査算定業務一式
　木造建物、附帯工作物、営業、居住者、動産等に関する調査及び算定



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 調整池整備事業用地測量業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年7月4日～平成29年9月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９９０，３６０円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社

9.契約金額 ￥５９４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年7月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社夏目技術コンサル
タント

枚方市宮之下町8-2 590,000 円

平和測量設計株式会社 枚方市桜丘町28-39-6 700,000 円

浜エンジニアリング株式会
社大阪支店

交野市東倉治3-10-8 950,000 円

株式会社ＵＲリンケージ西日
本支社

大阪市中央区城見1-2-27 550,000 円 落札

写測エンジニアリング株式
会社大阪支店

大阪市天王寺区上本町3-2-15 700,000 円

入札金額（消費税を除く）

交野市私部南4丁目地内

用地測量一式
　作業計画、現地踏査、境界確認・復元測量、用地実測図原図作成、用地現況
測量、平面図作成、土地調書作成等


