
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 森新池造成測量調査設計業務委託

2. 場　　　所 交野市森南2丁目地内

3. 期　　　間 平成29年9月4日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１９，６８８，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社キミコン関西支店

9.契約金額 ￥７，８３０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年9月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

晃和調査設計株式会社 大阪市北区中津3-10-4-301 9,400,000 円

株式会社キミコン関西支店
吹田市江の木町17-37 シティコープ江坂
303号

7,250,000 円 落札

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 12,600,000 円

第一設計監理株式会社枚方営業
所

枚方市楠葉丘2-8-27 24,000,000 円

株式会社エハラ 東大阪市永和2-13-9 11,000,000 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 11,000,000 円

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 7,500,000 円

株式会社エヌイーエス 大阪市北区浪花町14-25 11,910,000 円

株式会社北斗エス・イー・シー大阪
事務所

茨木市中村町1-37 辞退

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

辞退

測量業務　　　　　一式
地質調査業務　　一式
造成設計業務　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 松宝寺池測量・調査・設計業務委託

2. 場　　　所 交野市私市327地内

3. 期　　　間 平成29年9月1日～平成30年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１１，６１０，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社キミコン関西支店

9.契約金額 ￥８，４０２，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年9月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社エース大阪支社 大阪市中央区船越町1-3-4 10,000,000 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 9,690,000 円

株式会社キミコン関西支店
吹田市江の木町17-37 シティコープ江坂
303号

7,780,000 円 落札

キタイ設計株式会社大阪支社 高槻市西真上1-27-3 8,940,000 円

測量
・基準点測量
・水準測量
・現地測量
・路線測量
地質・土質調査（調査・解析）
・機械ボーリング（ノンコア）
・サウンディング及び原位置試験
・各土質試験
設計
・ため池改修実施設計

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手5丁目地内汚水管改築工事（管更生）

2. 場　　　所 交野市私市山手5丁目地内

3. 期　　　間 平成29年9月1日～平成30年1月12日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２３，１１２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１６，９１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 東和工業株式会社

10.契約金額 ￥１８，２６２，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

武田興業株式会社 枚方市東船橋1-1 16,910,000 円

株式会社セイワプラント 大阪市住吉区長居4-5-18-104 16,910,000 円

株式会社森岡組大阪営業所 大阪市中央区久太郎町3-4-30 16,910,000 円

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 16,910,000 円

株式会社サンダ 堺市北区金岡町704-1 16,910,000 円

株式会社アキエンタープライズ 枚方市牧野本町1-1-60 資格無効

株式会社UDI 枚方市牧野本町1-38-13 16,910,000 円

株式会社トキト 堺市中区土師町4-5-17 16,910,000 円

株式会社大阪環境 守口市佐太中町3-1-21 16,910,000 円

株式会社中井保組 大東市北条3-10-21 16,910,000 円

一般財団法人大阪府管更生技術機
構

枚方市牧野本町1-1-59 16,910,000 円

新井建設株式会社 大阪市西淀川区大和田4-2-4 16,910,000 円

東和工業株式会社 枚方市牧野本町1-1-59 16,910,000 円 落札（くじ）

平和興業株式会社 大阪市住之江区粉浜西1-2-6 16,910,000 円

株式会社橋本設備工業所 吹田市豊津町19-16 16,910,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7-2076-1 16,910,000 円

株式会社アレイサービス 東大阪市若江南町5-2-38 16,910,000 円

有限会社東阪アメニティ 東大阪市上小阪1-8-14 16,910,000 円

株式会社関西工業所 東大阪市俊徳町3-7-19 16,910,000 円

株式会社ケンセイ 大阪市東淀川区東中島1-18-22 16,910,000 円

株式会社エコ・テクノ　枚方支店 枚方市北山1-54-55 16,910,000 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 16,910,000 円

株式会社エムライン 大阪市此花区梅町2-2-25 16,910,000 円

柾木工業株式会社 大阪市此花区梅町2-2-25 16,910,000 円

環境テクノス株式会社大阪支店 枚方市招提大谷2-18-1 16,910,000 円

芦森エンジニアリング株式会社 大阪市西区北堀江3-10-18 16,910,000 円

管きょ内面被覆工（反転・形成工法）
　既設管径250mm　　　　　　l=221.38m
換気工                          一式
管きょ更生水替工　　　　　　一式
既設管内洗浄工　　　　　　　一式
既設管内調査工　　　　　　　一式
既設管内処理工　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 東倉治及び神宮寺地区汚水管布設工事（第2工区）

2. 場　　　所 交野市神宮寺1丁目、東倉治1丁目地内

3. 期　　　間 平成29年9月1日～平成30年1月12日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１９，９８０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１４，５８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 安積建設株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥１５，７４６，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 辞退

佐藤土木工業株式会社交野営業所 交野市郡津2-29-27 14,580,000 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 14,580,000 円

株式会社ケイ・プランニング・コーポ
レーション

交野市私市8-16-52 辞退

河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私部3-12-16 14,580,000 円

株式会社中央土木　交野営業所 交野市星田北1-43-2 14,580,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 14,580,000 円

株式会社パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 14,580,000 円

交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4-47-7 14,580,000 円

安積建設株式会社交野営業所 交野市星田西4-11-4 14,580,000 円 落札（くじ）

堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市天野が原町2-4-15 辞退

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 14,580,000 円

管きょ工（小口径管推進、管径200mm）　　　ℓ＝42.62ｍ
補助地盤改良工　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
マンホール工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2基
立坑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2基
鋼製ケーシング式土留工及び土工　　　　　 一式
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部春日線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市私部3丁目地内 他

3. 期　　　間 平成29年9月4日～平成30年1月31日

4. 概　　　要 撤去工　　　一式
舗装工　　　Ａ＝1668㎡
区画線工　一式
付帯工　　 一式
仮設工　　 一式
施工延長　Ｌ＝249ｍ
施工面積　Ａ＝1668㎡

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１９，２１３，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１４，０３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 堀舗道建設株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥１５，１５２，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用

佐藤土木工業株式会社交野営業所 交野市郡津2-29-27 14,030,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 14,030,000 円

橘内建設株式会社交野支店 交野市私部5-22-6 14,030,000 円

有限会社サンコー　交野営業所 交野市幾野4-23-21 14,030,000 円

河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私部3-12-16 14,030,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 14,030,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 14,030,000 円

交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4-47-7 14,030,000 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 14,030,000 円

山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6-37-6 14,030,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 14,030,000 円

株式会社エーティーエヌ 交野営業所 交野市南星台2-1-3 14,030,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 14,030,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 14,030,000 円

河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2-13-18 14,030,000 円

株式会社中央土木　交野営業所 交野市星田北1-43-2 14,030,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 14,030,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 14,030,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 14,030,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 14,030,000 円

株式会社正栄土木　交野支店 交野市青山2-3-1 14,030,000 円

株式会社西村工業　交野営業所 交野市東倉治4-47-9 14,030,000 円

堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市天野が原町2-4-15 14,030,000 円 落札（くじ）

岩熊土木工業株式会社交野支店 交野市東倉治1-24-6 14,030,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 14,030,000 円

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 14,030,000 円

株式会社中正交野支店 交野市私部西3-11-16 14,030,000 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 14,030,000 円

株式会社パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 14,030,000 円

安積建設株式会社交野営業所 交野市星田西4-11-4 14,030,000 円



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田傍示川線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市星田4丁目地内

3. 期　　　間 平成29年9月4日～平成29年12月12日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１６，８０４，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１２，２３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 山本工業株式会社交野支店

10.契約金額 ￥１３，２０８，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

佐藤土木工業株式会社交野営業所 交野市郡津2-29-27 12,230,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 12,230,000 円

橘内建設株式会社交野支店 交野市私部5-22-6 12,230,000 円

有限会社サンコー　交野営業所 交野市幾野4-23-21 12,230,000 円

河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私部3-12-16 12,230,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 12,230,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 12,230,000 円

交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4-47-7 12,230,000 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 12,230,000 円

山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6-37-6 12,230,000 円 落札（くじ）

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 12,230,000 円

株式会社エーティーエヌ 交野営業所 交野市南星台2-1-3 12,230,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 12,230,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 12,230,000 円

河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2-13-18 12,230,000 円

株式会社中央土木　交野営業所 交野市星田北1-43-2 12,230,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 12,230,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 12,230,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 12,230,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 12,230,000 円

株式会社正栄土木　交野支店 交野市青山2-3-1 12,230,000 円

堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市天野が原町2-4-15 12,230,000 円

株式会社西村工業　交野営業所 交野市東倉治4-47-9 12,230,000 円

岩熊土木工業株式会社交野支店 交野市東倉治1-24-6 12,230,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 12,230,000 円

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 12,230,000 円

株式会社中正交野支店 交野市私部西3-11-16 12,230,000 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 12,230,000 円

株式会社パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 12,230,000 円

安積建設株式会社交野営業所 交野市星田西4-11-4 12,230,000 円

撤去工　　　一式
舗装工　　　Ａ＝1349㎡
区画線工　一式
付帯工　　 一式
仮設工　　 一式
施工延長　Ｌ＝219.3ｍ
施工面積　Ａ＝1349㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田北線（無名橋）他橋梁補修工事

2. 場　　　所 交野市星田2丁目地内 他

3. 期　　　間 平成29年9月4日～平成30年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１２，９７０，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥９，３５０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 河本興業株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥１０，０９８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

橘内建設株式会社交野支店 交野市私部5-22-6 9,350,000 円

有限会社サンコー　交野営業所 交野市幾野4-23-21 辞退

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 9,350,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 辞退

交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4-47-7 9,350,000 円

山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6-37-6 辞退

株式会社森長工業交野支店 交野市倉治5-1-43 辞退

株式会社エーティーエヌ 交野営業所 交野市南星台2-1-3 辞退

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 辞退

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 辞退

河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2-13-18 9,350,000 円 落札（くじ）

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 辞退

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 辞退

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 9,350,000 円

堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市天野が原町2-4-15 辞退

株式会社西村工業　交野営業所 交野市東倉治4-47-9 辞退

岩熊土木工業株式会社交野支店 交野市東倉治1-24-6 10,300,000 円

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 辞退

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 辞退

株式会社中正交野支店 交野市私部西3-11-16 9,350,000 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 辞退

株式会社パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 9,350,000 円

株式会社中央土木　交野営業所 交野市星田北1-43-2 9,350,000 円

安積建設株式会社交野営業所 交野市星田西4-11-4 辞退

【星田北線（無名橋）】（星田2丁目地内）
・断面修復工（左官）　Ｖ＝0.03㎥　　　・断面修復工（吹付）　Ａ＝2㎡
・表面保護工　Ａ＝44㎡　　　　　　　　 ・橋面防水工　Ａ＝18㎡
・舗装工　Ａ＝18㎡
【私部森南線（無名橋）】（向井田1丁目地内）
・ひび割れ補修工（充填）　Ｌ＝6ｍ　　 ・断面修復工（左官）　Ｖ＝0.05㎥
・断面修復工（吹付）　Ａ＝29㎡　　　　 ・表面保護工　Ａ＝33㎡
・樹脂モルタル舗装工　Ａ＝34㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田北地区等区画整理関連事業計画作成業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年9月4日～平成30年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，８２８，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 昭和株式会社関西支社

9.契約金額 ￥８，８５６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年9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店 大阪市中央区淡路町1-7-3 8,400,000 円

株式会社八州関西支社 大阪市淀川区西中島6-11-25 9,200,000 円

日本測地設計株式会社関
西支店

大阪市浪速区幸町2-7-3 9,000,000 円

ランドブレイン株式会社大阪
事務所

大阪市西区西本町1-3-15　大阪
建大ビル

8,500,000 円

株式会社サンワコン大阪営
業所

大阪市淀川区西宮原3-2-1 8,450,000 円

昭和株式会社関西支社 大阪市淀川区西中島5-13-9 8,200,000 円 落札

交野市星田北7丁目地内他

現況測量
・4級基準点測量　　　　　Ｎ＝9点
・4級水準測量　　　　　　 Ｌ＝0.5km
・現地測量　　　　　　　　　Ａ＝2.6ha
・路線測量　　　　　　　　　Ｌ＝0.68km
・打合せ協議　　　　　　　 一式
・用地分筆測量作業　　　一式

基本設計
・道路予備設計(B)　　　　 Ｌ＝0.53km
・平面交差点予備設計　　Ｎ＝2箇所

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 乙辺浄化センター臭気測定業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年9月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８７４，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本検査株式会社理化学試験センター

9.契約金額 ￥６９７，６８０円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年9月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

日本検査株式会社理化学
試験センター

東大阪市吉田本町3-7-10 646,000 円 落札

株式会社環境技術センター
大阪支店

大阪市浪速区幸町2-7-3 欠席

帝人エコ・サイエンス株式会
社関西事業所

茨木市南目垣1-4-1 辞退

エヌエス環境株式会社西日
本支社

吹田市垂水町2-36-27 675,000 円

大阪環境保全株式会社 大阪市住吉区我孫子東2-6-17 1,200,000 円

入札金額（消費税を除く）

交野市星田北1-7-5 乙辺浄化センター内

下記測定業務を年2回行う。

●敷地境界線における特定悪臭物質の測定・分析
　臭気測定項目：法定22物質
　（アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメ
チルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒ
ド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イ
ソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレ
ン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸）
●排出口における特定悪臭物質の測定・分析
　臭気測定項目：法定13物質
　（アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチ
ルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルア
ルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシ
レン）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部西線舗装構成検討業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年9月4日～平成29年12月15日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，７１７，２００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 ￥１，５１２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年9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 1,400,000 円 落札

株式会社国土技術コンサル
タント

大阪市中央区北浜2-1-21 1,670,000 円

総合調査設計株式会社 大阪市北区芝田1-10-10 1,800,000 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 2,520,000 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 1,500,000 円

入札金額（消費税を除く）

交野市天野が原町１丁目地内他

交通量調査作業　　　　一式
ＣＢＲ調査　　　　　　　　一式
舗装構成検討業務　　 一式
委託延長　　　　　　　　 Ｌ＝550m



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 道路除草清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年9月4日～平成29年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，３２２，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 石田造園土木株式会社交野支店

9.契約金額 ￥６，６９６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年9月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 6,500,000 円

株式会社交野興業交野支
店

交野市星田7-2076-1 6,850,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 7,000,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 6,900,000 円

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 7,700,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 6,600,000 円

株式会社前田造園交野支
店

交野市私市5-17-11 6,270,000 円

有限会社パーククリエイト交
野支店

交野市星田7-2076-1 6,500,000 円

株式会社リンテック 交野市私部2-13-11 6,650,000 円

石田造園土木株式会社交
野支店

交野市私市山手4-7-3 6,200,000 円 落札

入札金額（消費税を除く）

交野市内全域

機械除草　　　　　Ａ＝22,700㎡
人力除草　　　　　Ａ＝300㎡
仮設工　　　　　　 一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 準用河川除草清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年9月4日～平成29年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，０１５，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社前田造園交野支店

9.契約金額 ￥５，８３２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年9月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 5,700,000 円

株式会社交野興業交野支
店

交野市星田7-2076-1 5,540,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 5,650,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 5,800,000 円

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 7,000,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 5,600,000 円

株式会社前田造園交野支
店

交野市私市5-17-11 5,400,000 円 落札

有限会社パーククリエイト交
野支店

交野市星田7-2076-1 5,500,000 円

株式会社リンテック 交野市私部2-13-11 5,800,000 円

石田造園土木株式会社交
野支店

交野市私市5-17-11 指名無効※

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。

交野市郡津4丁目地内 他

機械除草　　　　　Ａ＝36,100㎡
人力除草　　　　　Ａ＝6,800㎡
散在塵芥収集　　Ａ＝42,900㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 普通河川除草清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年9月4日～平成29年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，５６４，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 有限会社パーククリエイト交野支店

9.契約金額 ￥３，５１０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年9月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 3,500,000 円

株式会社交野興業交野支
店

交野市星田7-2076-1 3,560,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 3,500,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 3,600,000 円

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 4,000,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 3,450,000 円

株式会社前田造園交野支
店

交野市私市5-17-11 指名無効※

有限会社パーククリエイト交
野支店

交野市星田7-2076-1 3,250,000 円 落札

株式会社リンテック 交野市私部2-13-11 3,550,000 円

石田造園土木株式会社交
野支店

交野市私市山手4-7-3 指名無効※

御庭屋 交野市星田8-9-29 3,260,000 円

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。

入札金額（消費税を除く）

交野市倉治7丁目地内 他

機械除草　　　　　Ａ＝18,500㎡
人力除草　　　　　Ａ＝4,700㎡
散在塵芥収集　　Ａ＝23,200㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 急傾斜地除草清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年9月4日～平成29年10月16日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，２７４，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 創景舎らくだ屋造園

9.契約金額 ￥１，２２０，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年9月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 1,150,000 円

株式会社交野興業交野支
店

交野市星田7-2076-1 1,300,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 1,300,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 1,130,000 円 落札

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 1,700,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 1,200,000 円

株式会社前田造園交野支
店

交野市私市5-17-11 指名無効※

有限会社パーククリエイト交
野支店

交野市星田7-2076-1 指名無効※

株式会社リンテック 交野市私部2-13-11 1,195,000 円

石田造園土木株式会社交
野支店

交野市私市山手4-7-3 指名無効※

御庭屋 交野市私市5-17-11 1,140,000 円

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。

入札金額（消費税を除く）

交野市私市山手3・4丁目地内、東倉治1丁目地内

人力除草　　　　　Ａ＝3,100㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 有価物（古紙）の売却

2. 場　　　所 交野市私部西３－３－１（環境事業所）

3. 期　　　間 平成29年10月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，３３円（消費税を含まない）

8.契約の相手方 株式会社西本

9.契約金額 ￥１５．００円（消費税を含まない）　　　　　

10.契約日 平成28年12月28日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 5.00 円

株式会社西本 枚方市出屋敷西町1-25-15 15.00 円 落札

マツダ株式会社 神戸市東灘区住吉浜町17-8 13.66 円

株式会社スリーエフコーポレーショ
ン

寝屋川市太秦桜が丘34-15 辞退

入札金額（消費税を除く）

有価物（古紙）を売却する。
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

平成２９年度上期見込み量　２１２，２４９kg
平成２８年度上期実績量　 　２１０，４１０㎏
平成２７年度上期実績量　 　１８８，０８０㎏
平成２６年度上期実績量 　　１７６，８６０㎏



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立第1児童センター機械警備業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年10月1日～平成34年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，５８７，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 アムス・セキュリティサービス株式会社

9.契約金額 ￥５１８，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年9月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

関西マネジ興業株式会社 寝屋川市高柳2-21-7 欠席

アムス・セキュリティサービ
ス株式会社

大阪市西淀川区野里1-1-7 480,000 円 落札

近代警備保障株式会社 大阪市都島区片町2-7-19 3,441,000 円

セコム株式会社大阪本部 大阪市城東区森之宮1-6-111 1,110,000 円

綜合警備保障株式会社
大阪東支社

東大阪市下小阪2-14-16　天正
八戸の里ビル

辞退

入札金額（消費税を除く）

交野市幾野2-6-1

警備任務
・警報機器等（異常感知装置、自動通報装置等その他必要な装置）を用いた警
備活動及び緊急要員による対応を組み合わせた警備活動
・火災、盗難及び不法行為の拡大防止
・自動火災報知設備との連動による火災等の異常監視及び事故発生時におけ
る関係先への通報連絡
・警備実施事項の報告
・その他警備に付随する事項について協議の上取り決めた事項の遂行

実施方法
・施設運営時間外及び休館日における機械警備
　火曜日～土曜日：午後10時～翌日午前9時
　日曜日及び祝日：午後5時～翌日午前9時
　月曜日：終日
・自動警報警備（警報装置及び警備本部）並びに監視カメラにより警備を行う



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 天野が原町60号線他舗装等補修工事

2. 場　　　所 交野市天野が原町4丁目地内

3. 期　　　間 平成29年9月4日～平成30年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，６２６，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，０５０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社中央土木　交野営業所

10.契約金額 ￥４，３７４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年9月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 4,050,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 4,050,000 円

株式会社中央土木　交野営業所 交野市星田北1-43-2 4,050,000 円 落札（くじ）

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 4,050,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 4,050,000 円

株式会社古谷建設 交野市藤が尾4--4-3 4,050,000 円

撤去工　　　　　一式
舗装工　　　　　Ａ＝372㎡
区画線工　　　 Ｌ＝2m
付帯工　　　　　一式
仮設工　　　　　一式

入札金額（消費税を除く）


