
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市下水道施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託

2. 場　　　所 交野市内全域

3. 期　　　間 平成30年6月1日～平成31年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年5月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２６，０３８，８００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 ￥１０，０４４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年6月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社サンテック 枚方市南中振1-1-28 10,800,000 円

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 11,600,000 円

株式会社大建技術コンサルタンツ 大阪市中央区南新町1-3-10 28,230,000 円

株式会社昭和設計コンサルタント 大阪市北区東天満2-9-4 13,450,000 円

オリジナル設計株式会社大阪事務
所

大阪市中央区瓦町2-2-7 10,500,000 円

株式会社中央設計技術研究所関
西事務所

大阪市北区中之島3-2-18 住友中之島ビ
ル13F

32,700,000 円

株式会社アスコ大東 大阪市中央区南本町3-6-14 36,000,000 円

株式会社エース大阪支社 大阪市中央区船越町1-3-4 12,680,000 円

株式会社浪速技研コンサルタント 茨木市下穂積1-2-29 9,300,000 円 落札

株式会社エハラ 東大阪市永和2-13-9 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

パシフィックコンサルタンツ株式会
社大阪本社

大阪市北区堂島浜1-2-1 9,340,000 円

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 20,000,000 円

一般財団法人都市技術センター 大阪市中央区船場中央2-2-5-206 26,200,000 円

株式会社建設技術研究所 大阪事
務所

大阪市中央区道修町1-6-7 11,800,000 円

株式会社ＮＪＳ大阪総合事務所 大阪市中央区久太郎町4-1-3 19,800,000 円

環境設計株式会社大阪事務所 大阪市西区北堀江1-17-11 10,800,000 円

株式会社エフウォーターマネジメン
ト大阪事務所

大阪市城東区東中浜6-4-21 22,650,000 円

　本事業は、長期的な視点で下水道施設全体の老朽化の進み具合を
考慮し、リスク評価等による優先順位付けを行った上で、施設の点検・
調査、修繕・改築を実施し、施設全体を対象とした施設管理を最適化
する為の実施方針を策定するもの。

◇ストックマネジメント実施方針策定業務　１式
　（管路施設・マンホール形式ポンプ場）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 東倉治1丁目地内市有地測量業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年6月1日～平成30年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年5月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，１７９，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 谷川登記測量事務所

9.契約金額 ￥２，５９２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年6月1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 欠席

吉田登記測量事務所 交野市郡津4-3-6 3,499,000 円

谷川登記測量事務所 寝屋川市成田東町32-2 2,400,000 円 落札

本田土地家屋調査士事務
所

八尾市渋川町6-3-33エクセル
ハイツ1-103号

2,790,000 円

水野土地家屋調査士事務
所

枚方市楠葉並木2-22-10 2,987,000 円

交野市東倉治1丁目441番2　他

○調査
　　既明示図面
　　公簿類等
○測量
　　多角測量
　　面積測量
　　レベル測量等
○書類作成
　　地積測量図
　　境界確定図作成
　　成果品製本等

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立保健福祉総合センター外壁劣化調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年6月1日～平成30年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年5月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６６７，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 クモノスコーポレーション株式会社

9.契約金額 ￥２，５８１，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社国土開発センター
大阪支店

大阪市浪速区大国1-2-21 辞退

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 2,390,000 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 辞退

株式会社建綜研 大阪市北区大淀中１-8-5 3,870,000 円

株式会社コンステック 大阪市中央区北浜東4-33 辞退

　

交野市天野が原町5丁目5番1号

「剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診
断指針」に基づき、赤外線装置法による浮き・剥落調査、クラック
スケール内蔵型光波測量器若しくはこれと同等程度の機能を有
する機器によるひび割れ調査等を実施するものとする。

○対象
　　交野市立保健福祉総合センター　3,424㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 高度救命処置用資機材の購入

2. 場　　　所 交野市消防本部（交野市天野が原町4-8-1）

3. 期　　　限 平成30年12月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年5月29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6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社アダチ 大阪市中央区内平野町3-2-10 10,460,000 円 落札

日本船舶薬品株式会社 大阪営業
所

大阪市淀川区西中島1-11-16 10,580,000 円

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 無効※

株式会社やよい　大阪営業所 東大阪市長田中4-1-31 辞退

グリーンホスピタルサプライ株式会
社

吹田市春日3-20-8 辞退

※代理人入札による委任状の提出がなかったため。

資機材
→ベッドサイドモニター、半自動除細動器、ルーカス3一式、ビデオ
   喉頭鏡、   ハンドヘルドCO2モニター　カプノチェックⅡ、ペディス
   リーブ、減圧式患者固定器具等
その他
→ターポリン担架、コアマット、分娩用資機材、体温計、検眼ライト、
   聴診器、静脈路確保資機材一式、気道管理資機材一式等

￥１２，５３８，８００円（消費税を含む）

株式会社アダチ

￥１１，２９６，８００円（消費税を含む）　　　　　

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 窓口番号案内システム購入

2. 場　　　所 交野市私部1-1-1（交野市役所 市民課窓口）

3. 期　　　限 平成30年8月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年5月29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6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

ローレルバンクマシン株式会社 北大
阪営業所

枚方市大垣内町3-3-16 570,000 円

関西文具株式会社 大阪市中央区南久宝寺町1-4-9 欠席

グローリー株式会社 近畿支店
大阪市中央区北浜1-6-10北浜野村ビ
ル

508,000 円 落札

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社
関西支社

大阪市中央区城見1-4-24 720,000 円

株式会社内田洋行　大阪支店 大阪市中央区和泉町2-2-2 辞退

システム構成
・番号発券機　1台
・受付番号表表示パネル　３台
・番号呼出し用操作器　３台
・ハブ　１台
・機器を稼働させるために必要な付属品（ケーブル等）一式

￥１，２５２，８００円（消費税を含む）

グローリー株式会社 近畿支店

　　￥５４８，６４０円（消費税を含む）　　　　　

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター屋根改修等工事設計業務委託

2. 場　　　所 交野市私市9丁目4－8

3. 期　　　限 平成30年6月1日～平成30年9月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年5月29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6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 4,500,000 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

2,800,000 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 2,700,000 円

一級建築士事務所藤井設計事務
所

交野市私部6-35-4 2,500,000 円 落札

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

辞退

計画概要
・いわふね自然の森スポーツ・文化センターの内、スポーツレクリエーショ
ンセンター、キャンプ場（ロッジ全棟（５棟）、炊飯施設、便所、東屋）、天体
研修センターにおいて、漏水の恐れのある箇所の改修設計
建物概要
・スポーツレクリエーションセンター：RC造（一部屋根鉄骨造）２階建、屋
根面積1250.8㎡
・ロッジA：RC造地下１階、木造地上３階建、屋根面積134.8㎡
・ロッジA‘：RC造地下１階、木造地上３階建、屋根面積134.8㎡
・ロッジB：RC造地下１階、木造地上２階建、屋根面積198.4㎡
・ロッジB‘：RC造地下１階、木造地上２階建、屋根面積198.4㎡

￥２，８０８，０００円（消費税を含む）

一級建築士事務所藤井設計事務所

￥２，７００，０００円（消費税を含む）　　　　　

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 市内管理地除草業務委託

2. 場　　　所 交野市倉治6丁目地内 他

3. 期　　　限 平成30年6月4日～平成30年7月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年5月29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6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 6,300,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 6,500,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 6,654,000 円

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 6,700,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 6,000,000 円 落札

株式会社前田造園 交野支店 交野市私部5-2-33 6,080,000 円

有限会社パーククリエイト 交野支店 交野市郡津1-1-503 6,100,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 6,350,000 円

石田造園土木株式会社 交野支店 交野市寺2-18-17 6,020,000 円

株式会社御庭屋 交野支店 交野市私部5-14-3 6,200,000 円

機械除草　 　　A=16,490㎡
人力除草　 　　A=1,240㎡
機械刈込　　　 Ａ＝1,240㎡
刈草処分費　　Ｖ＝80㎥
交通管理工　　一式

￥６，７１７，６００円（消費税を含む）

株式会社グリーン京阪

￥６，４８０，０００円（消費税を含む）　　　　　

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 吹奏楽部楽器購入

2. 場　　　所 交野市星田 3-33-4（星田小学校）他2校

3. 期　　　限 平成30年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年5月29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6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

有限会社高辻文具 四條畷市塚脇町6-14 1,854,074 円

有限会社フジイ学習社 枚方市高田2-17-2 辞退

伸光楽器 交野市天野が原町2-61-15 辞退

大東楽器株式会社 寝屋川支店 寝屋川市八坂町16-4 1,428,200 円 落札

株式会社河合楽器製作所　大阪公教
販店 大阪市中央区備後町3-3-9 辞退

星田小学校
・トランペット、トロンボーン、ドラムセット、フルート
第一中学校
・B♭チューバ、テナーバストロンボーン、ハーモニー＆リズム練習用
キーボード、タンバリン、ウインドチャイム
・第三中学校
・バリトンサクソフォン、クラッシュシンバル（2枚）、サスペンドシンバル

￥２，３５４，４００円（消費税を含む）

大東楽器株式会社 寝屋川支店

￥１，５４２，４５６円（消費税を含む）　　　　　

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・防火設備点検業務委託

2. 場　　　所 交野市私部1-54-1 他13箇所

3. 期　　　限 平成30年6月1日～平成30年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年5月29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6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

有限会社ダイトー 寝屋川市御幸西町25-48 4,100,000 円

株式会社興亜電業社 交野営業所 交野市倉治5-6-5 4,285,000 円

有限会社アゴーテック 交野市神宮寺1-26-17 3,900,000 円

小川電機工事株式会社 交野市星田北5-21-5 2,860,000 円 落札

木内ポンプ株式会社 茨木市永代町4-105 4,220,000 円

株式会社真電 交野市倉治6-13-10 4,300,000 円

・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

￥６，０９１，２００円（消費税を含む）

小川電機工事株式会社

￥３，０８８，８００円（消費税を含む）　　　　　

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 塵芥車（公用車）の購入

2. 場　　　所 交野市私部西3-3-1　交野市環境事業所

3. 期　　　限 平成31年1月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年5月29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6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

新明和工業株式会社流体事業部　営
業本部　　関西支店

大阪市淀川区宮原3-3-31上村ニッセイ
ビル

9,133,560 円

株式会社モリタエコノス関西支店 八尾市神武町2-68 7,780,000 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 7,770,000 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 8,200,000 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 辞退

大阪日野自動車株式会社 大阪市西淀川区千舟1-4-45 無効※

※代理人入札による委任状の提出がなかったため。

■３．５トン級回転式塵芥車（傾倒装置付）
　車種 　ワイドキャブ 高床 標準ボディー
　最高出力 　１１０ｋＷ（１５０ＰＳ）以上
　トランスミッション　 MT仕様
　燃料 　軽油
　乗車定員　 ３名

￥１１，６６４，０００円（消費税を含む）

極東開発工業株式会社関西支店

　￥８，３９１，６００円（消費税を含む）　　　　　

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 選挙機材搬出入及び開票所設営・撤収業務委託

2. 場　　　所 20箇所（投票所）、開票所、市役所及び指定した場所

3. 期　　　限 平成30年8月9日～平成30年9月14日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年5月29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6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2-10-3 740,852 円

セイノースーパーエクスプレス株式会
社大阪引越センター 門真市四宮2-11-50 1,220,000 円

佐川急便株式会社関西支店 大阪市此花区島屋4-4-51 無効※

有限会社キャリーワーキング 枚方市甲斐田新町62-1 辞退

株式会社ホウワ 奈良県大和郡山市横田町595-1 590,000 円 落札

※代理人入札による委任状の提出がなかったため。

・投開票所物品の搬入準備
・投票所物品の搬入
・投票所物品の回収
・開票所物品の搬入
・開票所の設営
・開票所徴収

￥８３７，０００円（消費税を含む）

株式会社ホウワ

￥６３７，２００円（消費税を含む）　　　　　

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市長選挙ポスター掲示場設置等業務委託

2. 場　　　所 交野市内（142箇所）

3. 期　　　限 平成30年8月20日～平成30年9月12日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年5月29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6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

有限会社大西工芸社 枚方市伊加賀南町5-13 辞退

株式会社選挙設備関西 茨木市南春日丘7-2-9 1,300,000 円

TSP太陽株式会社大阪支店 大阪市淀川区木川東4-8-33 辞退

有限会社脇田グループ 門真市三ツ島6-17-2 欠席

株式会社タナカ関西ディスプレイ 東大阪市川田3-3-27 1,562,000 円

不二工芸株式会社 大阪市大正区三軒家東2-10-8 1,292,000 円 落札

前田木材株式会社 枚方市茄子作東町41-1 欠席

市内１４２箇所にポスター掲示板を設置等するもの。
（業務内容）
掲示板の作成：区画数は6枠、段数は2段
掲示板の設置：公示日３日前から選挙期日までの間
掲示板の撤収：撤収物の廃棄含む

￥１，９４４，０００円（消費税を含む）

不二工芸株式会社

￥１，３９５，３６０円（消費税を含む）　　　　　

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 投票所入場整理券作成等業務委託

2. 場　　　所 交野市役所（交野市私部１－１－1)

3. 期　　　限 平成30年6月1日～平成30年9月9日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年5月29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6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

水三島紙工株式会社 大阪市城東区野江1-16-4 辞退

レスター工業株式会社 大阪市中央区糸屋町2-3-2 辞退

ナカバヤシ株式会社大阪支社 大阪市城東区中央2-1-23 辞退

小林クリエイト株式会社大阪第二営業
部

大阪市中央区平野町2-6-6 813,000 円 落札

共同印刷西日本株式会社 大阪市中央区平野町2-1-2 1,496,000 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 辞退

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

■投票所入場整理券の印刷・作成業務
　・投票所入場整理券用紙の作成
　・投票所入場整理券用紙の印刷
　・窓付封筒の作成、印刷
■投票所入場整理券の封入・封緘業務
　　窓付封筒の投票所入場整理券の機械封入・封緘

￥１，３９３，２００円（消費税を含む）

小林クリエイト株式会社大阪第二営業部

　　￥８７８，０４０円（消費税を含む）　　　　　

入札金額（消費税を除く）


