
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 基幹系システム関連事務印刷等業務委託

2. 場　　　所 交野市役所市民部・福祉部（交野市私部1-1-1他）

3. 期　　　間 平成29年11月1日～平成34年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年10月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１２８，０９８，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 小林クリエイト株式会社 大阪支店

9.契約金額 ￥１０５，３２１，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年11月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

小林クリエイト株式会社 大阪支店 大阪市中央区平野町2-6-6 97,520,000 円 落札

北大阪商工会議所 枚方市大垣内町2-12-27 115,752,000 円

東洋印刷株式会社 大阪営業所 大阪市中央区北久宝寺町1-5-6 99,800,000 円

トッパン・フォームズ株式会社
関西事業部第二営業本部

大阪市西区西本町2-3-10 辞退

・帳票作成
・帳票印字
・連続帳票の加工
・帳票の折り加工
・名寄せ・封入封緘
・圧着加工
・仕分け
・納品業務
・用紙等管理業務
・業務管理
・印字テスト・バーコード読込みテスト業務

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(6校)トイレ簡易改修工事

2. 場　　　所 交野市郡津1-43-1　他5箇所

3. 期　　　間 平成29年11月2日～平成30年2月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年10月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥６２，５５３，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４８，７７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 森本水道工業株式会社

10.契約金額 ￥５２，６７１，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年11月1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 48,770,000 円
落札候補者
（1位・くじ）

若林設備工業株式会社 交野支店 交野市倉治3-24-8 48,770,000 円

株式会社森長工業 交野支店 交野市倉治5-1-43 48,770,000 円

・各学校既存和式便器を洋式便器へと変更する。
　長宝寺小学校　　29台
　旭小学校　　　　　23台
　藤が尾小学校　　28台
　私市小学校　　　 11台
　第一中学校　　　 19台
　第四中学校　　　 26台
・既存和式トイレブースの扉が内開きであり、便器を洋式化することで、扉と便
器が干渉するため、既設扉を外開きに変更する。
・既存トイレブースの扉の老朽化や破損が激しいものについては、パーテーショ
ン扉を新しく設置する。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 骨密度測定装置の購入

2. 場　　　所 交野市健康増進課（交野市天野が原町5-5-1）

3. 期　　　限 平成29年11月9日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年10月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格

8.契約の相手方

9.契約金額

10.契約日 平成29年11月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

日本光電工業株式会社 関西支社 大阪市北区本庄西2-21-4 辞退

株式会社メディセオ 寝屋川支店 枚方市春日西町1-2-1 1,170,000 円

アルフレッサ株式会社 交野支店 交野市私部1-7-3 1,150,000 円 落札

コニカミノルタジャパン株式会社 関
西支社

大阪市西区本町2-3-10 辞退

株式会社ホウセイ 交野市青山3-18-14 1,287,037 円

超音波骨密度測定装置　　一式（据付、調整等含む）
・測定対象は踵骨であること
・測定原理は超音波パルス透過法であること
・測定項目として、音速（SOS）、広帯域超音波減衰（BUA）、音響的骨評
価（OSI）を測定可能であること
・測定時間は、セッティング・印字時間を除き5秒以内であること
・足のサイズに応じて、容易に測定位置が調整できること
・持ち運びが容易であり、設置場所を選ばず測定可能であること

入札金額（消費税を除く）

￥１，３２８，４００円（消費税を含む）

アルフレッサ株式会社 交野支店

￥１，２４２，０００円（消費税を含む）　　　　　



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立総合体育施設駐車場整備工事

2. 場　　　所 交野市向井田2丁目5-1 他

3. 期　　　間 平成29年11月1日～平成29年12月27日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年10月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，４４３，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，２９０，０００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 ￥４，６３３，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年11月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 4,290,000 円

株式会社西村工業 交野営業所 交野市東倉治4-47-9 辞退

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 4,940,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 5,400,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 4,290,000 円 落札（くじ）

株式会社古谷建設 交野市藤が尾4--4-3 5,040,000 円

入札金額（消費税を除く）

歩道設置工事、階段設置工事、駐車場増設工事、高架下駐車場エリア工事
電気工事



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立倉治・藤が尾小学校屋上防水改修工事設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年11月2日～平成30年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年10月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，９６５，６００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 ￥１，５１２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年11月1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 1,900,000 円

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

1,550,000 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 1,400,000 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 1,700,000 円

株式会社池下設計 大阪支
店

大阪市西区西本町1-3-15  大阪
建大ビル４F

2,470,000 円

交野市倉治1-15-1　他1箇所

計画概要
・倉治小学校及び藤が尾小学校の全棟（屋内運動場含む）及びその他漏水の
恐れのある箇所の防水設計
・漏水箇所復旧のための設計
・その他パラペット・庇軒裏爆裂補修等、外壁塗装の部分改修設計
建物概要
倉治小学校　 ：ＲＣ造3階建（一部平屋建）、屋上面積約1,926㎡
藤が尾小学校：ＲＣ造3階建（一部平屋建）、屋上面積約1,897㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 重要な路線下の下水道管路施設の点検及び調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年11月1日～平成30年1月9日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年10月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，３３０，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 北大阪環境株式会社

9.契約金額 ￥３，４５６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年11月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社交野興業 交野支
店

交野市星田7-2076-1 3,300,000 円

北大阪環境株式会社 寝屋川市美井元町10-25 3,200,000 円 落札

株式会社サンダ 箕面支店 箕面市西小路5-5-5401 3,220,000 円

株式会社エコ・テクノ 枚方支
店

枚方市北山1-54-55 3,350,000 円

管清工業株式会社 大阪支
店

大阪市城東区成育1-6-26 3,400,000 円

入札金額（消費税を除く）

交野市内

・管口TVカメラ調査及び報告書作成工　　　　Ｎ＝２３４箇所
・マンホール蓋点検工及び報告書作成工　　Ｎ＝１０７箇所
・目視点検工及び報告書作成工　　　　　　 　Ｎ＝１０７箇所



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 パワーゲート（公用車）の購入

2. 場　　　所 交野市環境事業所（交野市私部西3-3-1）

3. 期　　　限 平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年10月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格

8.契約の相手方

9.契約金額

10.契約日 平成29年11月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

大阪日野自動車株式会社 大阪市西淀川区千舟1-4-45 辞退

新明和オートエンジニアリング株
式会社 関西営業所

兵庫県西宮市田近野町1-1 欠席

イワフネ自動車株式会社 交野市私市7-11-4 辞退

カミタケ倉治株式会社 交野市倉治6-3-29 3,906,165 円

大阪マツダ販売株式会社 法人営
業部

東大阪市荒本1-2-5 3,450,000 円 落札

いすゞ自動車近畿株式会社 守口
支店

守口市八雲東町1-21-10 3,600,000 円

極東開発工業株式会社 関西支店 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 3,840,000 円

1.5トンパワーゲート車　　１台
・シャーシ　　　　　　　 1.5トン級クラス
・車種　　　　　　　　 　三方開き低床ロングボディ（パワーゲート600kg）
・色　　　　　　　　　　  白
・トランスミッション　　ＡＴ仕様
・燃料　　　　　　　　　 軽油
・乗車定員　　　　　　 ３名

入札金額（消費税を除く）

￥４，３５２，４００円（消費税を含む）

大阪マツダ販売株式会社 法人営業部

￥３，７２６，０００円（消費税を含む）　　　　　



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成29年度ナラ枯れ等危険木伐採事業

2. 場　　　所　　　  

3. 期　　　間 平成29年12月1日～平成30年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年10月26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 株式会社山満造園

9.契約金額 ￥４，７５２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年11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 4,900,000 円 4,750,000 円 4,400,000 円 落札

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 5,150,000 円 4,870,000 円 4,700,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 4,950,000 円 4,850,000 円 4,650,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 5,300,000 円 4,850,000 円 辞退

御庭屋 交野市私部5-14-3 5,000,000 円 4,800,000 円 4,700,000 円

第1回入札金額
（消費税を除く）

交野市大字私市地内
（尺地川・大阪府環状自然歩道、くろんど園地～ほしだ園地を結ぶ沿路）

枯木処理工（30～59cm）　　　　6本
枯木処理工（60～89cm）　　　 25本
枯木処理工（90～119cm）　　  27本
枯木処理工（120～149cm）　　25本
枯木処理工（150～199cm）　　 8本

第2回入札金額
（消費税を除く）

第3回入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市役所庁舎敷地内樹木剪定業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年11月1日～平成29年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年10月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，２９６，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社総合緑化

9.契約金額 ￥１，０８０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年11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 資格無効※

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 1,000,000 円 落札

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 1,050,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 1,500,000 円

御庭屋 交野市私部5-14-3 1,400,000 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）

交野市私部1-1-1（交野市役所本館・別館敷地内）

剪定業務　一式
　剪定対象高木　２２本
　剪定枝運搬　　 １３㎥



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市役所本館低濃度PCB廃棄物処理業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年11月2日～平成30年3月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年10月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，１１２，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 友交産業株式会社

9.契約金額 ￥４９５，７２０円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年11月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

日本通運株式会社 大阪東
支店

守口市八雲中町2-10-3 辞退

株式会社国中環境開発 松原市天美我堂3-67-1 1,250,000 円

喜楽鉱業株式会社 滋賀県湖南市石部口2-7-33 辞退

友交産業株式会社 八尾市福栄町3-34 459,000 円 落札

株式会社かんでんエンジニ
アリング

大阪市北区中之島6-2-27 辞退

交野市私部1-1-1（交野市役所本館敷地内）

業務対象物：変圧器（トランス）　３台等
　①型式P5388018SL／昭和46年8月製造／総重量740kg／PCB濃度7.2mg/kg
／漏れ無
　②型式Q4970049TOSWI／昭和25年7月製造／総重量272ｋｇ／PCB濃度
1.0mg/kg／
　　漏れ無
　③型式120065SF型／昭和46年製造／総重量410kg／PCB濃度5.8mg/kg／
漏れ無
　④PCB油分析資料（３台分）等

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成29年度交野市航空写真撮影業務委託

2. 場　　　所　　　  

3. 期　　　間 平成29年11月1日～平成30年3月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年10月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２０７，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 カンゼ航測株式会社

9.契約金額 ￥３，１８６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年11月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

カンゼ航測株式会社 大阪市中央区南船場1-7-8 2,950,000 円 落札

株式会社かんこう 大阪支店 大阪市城東区野江1-12-8 3,600,000 円

アジア航測株式会社 大阪
支店

大阪市北区天満橋1-8-30 OAP
タワー

辞退

朝日航洋株式会社 西日本
空情支社

吹田市垂水町3-35-31 3,500,000 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

4,000,000 円

入札金額（消費税を除く）

交野市全域

航空写真撮影及び画像処理（地図情報レベル1000）
　※地図ソフトウェアは、ＳＩＳ Map Managerを使用する。
空中写真撮影の空間的範囲　　交野市全域　25.55㎢
空中写真撮影の時間的範囲　　航空写真撮影　平成30年1月1日


