
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手地区人孔蓋取替工事

2. 場　　　所 交野市私市山手１，２，３，４，５丁目地内

3. 期　　　間 平成30年2月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年1月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１８，５９７，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１３，５１０，０００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 ￥１４，５９０，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年2月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 13,510,000 円

株式会社中正交野支店 交野市私部西3-11-16 13,510,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 13,510,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 13,510,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 13,510,000 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 13,510,000 円

株式会社正栄土木 交野支店 交野市青山2-3-1 13,510,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 13,510,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 13,510,000 円

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 13,510,000 円

佐藤土木工業株式会社 交野営業所 交野市郡津2-29-27 13,510,000 円

株式会社前田造園 交野支店 交野市私部5-2-33 13,510,000 円

有限会社川人設備 交野市青山1-17-4 13,510,000 円

有限会社サンコー 交野営業所 交野市幾野4-23-21 辞退

株式会社戸田設備工業所 交野支店 交野市私部西5-15-12 13,510,000 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 13,510,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 13,510,000 円

株式会社森長工業 交野支店 交野市倉治5-1-43 13,510,000 円

山本工業株式会社 交野支店 交野市星田北6-37-6 辞退

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 13,510,000 円
落札候補者
（1位・くじ）

株式会社交野興業 交野支店 交野市星田7-2076-1 13,510,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 辞退

株式会社中央土木 交野営業所 交野市星田北1-43-2 13,510,000 円

株式会社西村工業 交野営業所 交野市東倉治4-47-9 13,510,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 13,510,000 円

有限会社平林建設 交野営業所 交野市倉治5-16-6 13,510,000 円

管路土工　　　　　　　　　　 　１式
マンホール蓋取替工　　７２箇所
付帯工　　　　　　　　　　　　　１式
仮設工　　　　　　　　　　　　　１式
施工面積　　　　　　　 Ａ＝32.4㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市消防本部清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成33年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，７３０，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 鳳産業株式会社

9.契約金額 ￥４，２７６，８００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年2月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

毎日美装株式会社 大阪市福島区鷺洲3-7-23 欠席

大建管理株式会社 枚方市出口3-1-20 4,300,000 円

株式会社サンメンテナンス 大阪市中央区常盤町2-2-5 辞退

鳳産業株式会社 高槻市八幡町2-43 3,960,000 円 落札

株式会社サンアメニティ 大
阪支社

大阪市中央区南新町2-3-7 5,556,000 円

交野市天野が原町4-8-1

(1)総合清掃
・総合清掃、日常清掃
　延床面積　1029.92㎡
・定期清掃：床清掃及びワックス仕上げ（年4回）
　延床面積　1029.92㎡
(2)臨時清掃
　窓ガラス清掃（年２回）
　延面積　122.22㎡

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 尿検査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成30年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１７５円（消費税を含まない）

8.契約の相手方 環境衛生薬品株式会社

9.契約金額 ￥１４７円（消費税を含まない）

10.契約日 平成30年2月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

環境衛生薬品株式会社 大阪市中央区本町1-8-12 147 円 落札

株式会社ファルコバイオシス
テムズ

京都府京都市中京区河原町通
二条上る清水町346

無効

株式会社協同臨床検査所 門真市岸和田3-30-13 150 円

株式会社関西環境センター 堺市中区小阪204-27 欠席

株式会社岩崎太子堂
大阪市天王寺区四天王寺1-14-
24

220 円

交野市立小・中学校（交野市私部1-54-1 他13箇所）

・春季・秋季の２回実施する（具体的な期間は契約後に協議）
・実施対象者　一次検査　検尿検査：交野市立小・中学校在籍の児童生徒（予
　　　　　　　　　　　　　　　　定人数6,400人）
　　　　　　　　　二次検査　一次検査で蛋白・糖・潜血の検査項目が疑陽性（±）
　　　　　　　　　　　　　　　　以上、及び一次検査未提出者（予定人数180人）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校窓ガラス清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年2月2日～平成30年3月23日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，７４９，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社サービスセンターマトバ枚方支店

9.契約金額 ￥１，１２３，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年2月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社サービスセンター
マトバ枚方支店

枚方市伊加賀本町1-15-207 1,040,000 円 落札

京阪ビルテクノサービス株
式会社

枚方市西禁野1-3-35 辞退

株式会社大和 枚方市長尾谷町3-11-1 2,500,000 円

株式会社大庫ビルサービス 枚方市楠葉美咲3-13-16 1,500,000 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 1,188,000 円

交野市私部1-54-1　他13箇所

小学校１０校、中学校４校
２階・３階・４階の教室・廊下・トイレ等すべての窓（内外両面）
但し、教室と廊下の間の窓ガラス、FIX窓（はめ殺し窓）の外側、屋内運動場等
の校舎以外の建物の窓ガラスについては業務対象外。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 市民災害保険及び放課後児童会傷害保険・賠償責任保険

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成31年4月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，４１０，０００円（消費税を含まない）

8.契約の相手方 株式会社ユーライン

9.契約金額 ￥１，０６１，７４０円（消費税を含まない）

10.契約日 平成30年2月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社ユーライン 大阪市北区梅田1-3-1-1000 1,061,740 円 落札（くじ）

株式会社保険総合研究所
大阪支店

大阪市中央区久太郎町4-2-12
本町TDビル３F

欠席

ＡＩG損害保険株式会社大阪コーポ
レートキャリアエージェント営業部

大阪市北区大深町3-1　グランフ
ロント大阪タワーB35階

欠席

ｻﾞ･ﾆｭｰ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ｱｼｭｱﾗﾝｽ･
ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ大阪支店

大阪市中央区久太郎町1-6-27
ヨシカワビル901

1,274,990 円

山口総合保険株式会社 寝屋川市萱島本町6-5 辞退

株式会社関西保険センター 寝屋川市香里新町19-5 辞退

関西保険サポート株式会社 寝屋川市香里新町19-5-203 欠席

株式会社ジャパン・インシュア
ランス・エージェント大阪支店

大阪市中央区南船場3-2-22麻
綱ビル9階

1,061,740 円

■放課後児童会傷害保険・賠償責任保険
対 象 者 ：児童890人（定員）
　　　　　　　事前入会者（40人程度）を含む
対象施設：１２児童会＋運動場
　　　　　　　合計74,780㎡
■市民災害保険
対 象 者 ：・住民活動参加者（市内在住者に限る）
　　　　　　　・市が主催・共催する行事及び事業等の参加者（市外在住者を含
む）
　　　　　　　・住民活動指導者（市外在住者を含む）
　　　　　　　※住民数（77,864人・平成29年11月末日現在）を基礎数値として保
険
　　　　　　　　 料の算出を行う。保険期間終了後に確定精算は行わない。

■補償内容（上記2件で共通）
　　　　　　　（傷害補償）
　　　　　　　・通院治療（日額）　2,000円
　　　　　　　・入院治療（日額）　3,000円
　　　　　　　・死亡・後遺障害　　500万円
　　　　　　　　※市民災害保険については、法令による災害保障の定めがある
　　　　　　　　　場合、補償金の一部又は全部の支払い義務を免れる。
　　　　　　　（賠償責任保険）
　　　　　　　・身体賠償　　　　　　1億円／名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5億円／事故

交野市内

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市施設賠償責任保険

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年4月1日～平成31年4月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６６２，０００円（消費税を含まない）

8.契約の相手方 株式会社ジャパン・インシュアランス・エージェント大阪支店

9.契約金額 ￥３４０，８７０円（消費税を含まない）

10.契約日 平成30年2月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社ユーライン 大阪市北区梅田1-3-1-1000 437,880 円

株式会社保険総合研究所
大阪支店

大阪市中央区久太郎町4-2-12
本町TDビル３F

445,260 円

ＡＩG損害保険株式会社大阪コーポ
レートキャリアエージェント営業部

大阪市北区大深町3-1　グランフ
ロント大阪タワーB35階

欠席

ｻﾞ･ﾆｭｰ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ｱｼｭｱﾗﾝｽ･
ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ大阪支店

大阪市中央区久太郎町1-6-27
ヨシカワビル901

1,973,820 円

山口総合保険株式会社 寝屋川市萱島本町6-5 辞退

株式会社関西保険センター 寝屋川市香里新町19-5 辞退

関西保険サポート株式会社 寝屋川市香里新町19-5-203 欠席

株式会社ジャパン・インシュア
ランス・エージェント大阪支店

大阪市中央区南船場3-2-22麻
綱ビル9階

340,870 円 落札

交野市内

対象事故 ：市が所有、使用または管理する施設及びその施設に係る業務の遂
　　　　　　　行に起因する偶然な事故
対象施設：別紙51施設
補償内容：・身体賠償　　　　　　1億円／名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1億円／事故
　　　　　　　・財物賠償　　　　　 1億円／事故
                ・免責額なし

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成29年度備蓄用不織布毛布購入

2. 場　　　所 交野市立総合体育施設備蓄倉庫（交野市向井田2-5-1）

3. 期　　　限 平成30年3月16日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年1月30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30年2月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社たまゆら 枚方市南中振3-5-1 2,980,000 円

株式会社ミヨシ 大阪市浪速区桜川4-10-27 辞退

辰野株式会社 大阪市中央区南本町2-2-9 辞退

株式会社河本総合防災大
阪支店

大阪市中央区南新町1-2-4椿本ビル9Ｆ 2,921,000 円

有限会社コバシ産業 交野市星田北5-6-12 2,863,500 円 落札

入札金額（消費税を除く）

備蓄用不織布毛布 NS-01　　1,150枚
　・3層構造であること
　・寸法：1400mm×2000mm（±50mm）
　・重量450g／枚　以下
　・難燃性：消防庁通達65号「寝具類等の防炎性能試験基準」を満たすもの
　・保温率：58％以上（JIS L1096  8.27）
　・使用後洗濯・再使用が可能であること。
　・真空包装

￥３，２２９，２００円（消費税を含む）

有限会社コバシ産業

￥３，０９２，５８０円（消費税を含む）　　　　　



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手地区汚水管改築工事に伴う舗装復旧工事

2. 場　　　所 交野市私市山手1丁目、私市山手2丁目地内

3. 期　　　間 平成30年2月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，２２９，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，９９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社グリーン京阪

10.契約金額 ￥６，４６９，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年2月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 5,990,000 円

堀舗道建設株式会社 交野営業所 交野市星田西3-14-1 5,990,000 円

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 5,990,000 円

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 5,990,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 5,990,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 5,990,000 円 落札（くじ）

入札金額（消費税を除く）

舗装撤去工　　　　１式
舗装復旧工　　　　１式
区画線工　　　　　 １式
仮設工　　　　　　　１式
施工面積　　　　　 A=1627.34㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部西4丁目地内汚水管布設工事に伴う舗装復旧工事

2. 場　　　所 交野市私部西4丁目地内

3. 期　　　間 平成30年2月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥５,６５９,２００円(消費税を含む)

8.最低制限価格 ¥４,１００,０００円(消費税を含まない)

9.契約の相手方 三黄建設株式会社

10.契約金額 ￥４，４２８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年2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 4,100,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 4,300,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 無効※

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 4,100,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 4,100,000 円 落札（くじ）

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 4,100,000 円

※内訳書に不備があったため。

入札金額（消費税を除く）

舗装撤去工　　　　１式
舗装復旧工　　　　１式
区画線工　　　　　 １式
仮設工　　　　　　　１式
施工面積　　　　　 A=945.75㎡



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に伴う舗装復旧工事

2. 場　　　所 交野市東倉治1丁目、神宮寺1丁目地内

3. 期　　　間 平成30年2月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，５４０，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，０１０，０００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 ￥４，３３０，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年2月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 5,130,000 円

有限会社古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 5,015,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 4,010,000 円 落札（くじ）

交野市水道サービス株式会社 交野市私市2-24-1 4,010,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 4,010,000 円

株式会社正栄土木　交野支店 交野市青山2-3-1 4,010,000 円

舗装撤去工　　　　１式
舗装復旧工　　　　１式
区画線工　　　　　 １式
仮設工　　　　　　　１式
施工面積　　　　　 A=925.2㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部5丁目地内汚水管布設工事

2. 場　　　所 交野市私部5丁目地内

3. 期　　　間 平成30年2月1日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，４９２，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，２４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社西工務店

10.契約金額 ￥３，４９９，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年2月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 3,240,000 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 3,960,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 3,240,000 円 落札（くじ）

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 4,160,000 円

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 無効※

※内訳書に不備があったため。

管きょ工（開削）φ200mm　　　　　　l=34.1m
組立マンホール工（組立1号）        ２箇所
ます設置工（塩ビ製）　　　　　　　　　５箇所
取付管布設工　　　　　　　　　　　　　 ５箇所
付帯工                                      １式
施工延長                                   L=35m
施工面積                                   A=77.67㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 免除川緑道舗装補修他工事

2. 場　　　所 交野市私部6丁目地内他

3. 期　　　間 平成30年2月2日～平成30年3月16日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６７８，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，９１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社山崎設備

10.契約金額 ￥２，０６２，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年2月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

有限会社川人設備 交野市青山1-17-4 1,910,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 1,910,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 1,910,000 円 落札（くじ）

有限会社古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 2,480,000 円

橘内建設株式会社 交野支店 交野市私部5-22-6 1,910,000 円

撤去工　　 一式
土工　　　  一式
舗装工　　 Ａ＝118.9㎡
付帯工　　 一式
仮設工　　 一式
施工延長　Ｌ＝36.1m
施工面積　Ａ＝118.9㎡

入札金額（消費税を除く）


