
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立倉治小学校屋上防水改修工事

2. 場　　　所 交野市倉治1丁目15-1

3. 期　　　間 平成30年7月3日～平成30年9月7日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥４４，２２６，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３４，７５０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 東洋技建工業株式会社大阪支店

10.契約金額 ￥３７，５３０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年7月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社カナヱ商会 枚方市香里ヶ丘3-8-42 34,750,000 円

株式会社小林塗装店 堺市東区八下町1-82 34,750,000 円

株式会社カンボー 守口市梶町4-12-5 欠席

技巧エポ株式会社 吹田市南吹田5-31-28 34,750,000 円

株式会社藤井工業 四條畷市雁屋南町18-27 34,750,000 円

株式会社松下克商店 大阪市東住吉区公園南矢田2-13-2 34,750,000 円

株式会社マツミ 茨木市高田町25-11 34,750,000 円

株式会社ケイテック
大阪市中央区内本町2-4-7大阪U2ビ
ル3F

34,750,000 円

キンキ瀝青工業株式会社 東大阪市下小阪4-3-35 34,750,000 円

三協工材株式会社 大阪市西区靭本町2-5-15 34,750,000 円

株式会社安部興業 大阪市淀川区西中島4-7-20 34,750,000 円

株式会社浜脇工業 大阪市東淀川区大道南3-6-15 34,750,000 円

中外商工株式会社 大阪市西区靭本町1-9-15 34,750,000 円

株式会社トーワ技研工業 大阪市淀川区宮原1-18-20 34,750,000 円

アイエス技建 東大阪市稲葉1-8-39 34,750,000 円

株式会社マトバ　大阪支店 大阪市淀川区西三国1-12-2 34,750,000 円

株式会社日研コーポレー
ション

大阪市阿倍野区王子町2-13-19 34,750,000 円

山﨑工業株式会社 大阪市淀川区十八条2-13-5 34,750,000 円

リフレックス株式会社 大阪市都島区片町2-11-19 34,750,000 円

有限会社大志 大阪市住吉区帝塚山東3-4-14 34,750,000 円

株式会社今重興産 堺市西区浜寺元町2-170 34,750,000 円

有限会社晃研 大阪市浪速区敷津西1-1-25 34,750,000 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 34,750,000 円

株式会社ハマキャスト 大阪市北区西天満4-14-3 34,750,000 円

株式会社関西マサル 大阪市都島区御幸町1-3-10 34,750,000 円

高分子株式会社 堺市中区深井北町3418-1 34,750,000 円

株式会社日本システム 大阪市淀川区西中島4-2-21 34,750,000 円

有限会社ハンワ
堺市中区八田西町2-18-51　丸十ビル
302

34,750,000 円

株式会社ソトムラ 東大阪市足代3-5-1 34,750,000 円

株式会社長谷川工務店 八尾市高砂町2-45-17 34,750,000 円

株式会社ニシケン 岸和田市磯上町1-19-13 34,750,000 円

関西土建株式会社 東大阪市足代3-5-21 34,750,000 円

株式会社 大一防水工業 大東市寺川2-1-1 欠席

東洋技建工業株式会社大
阪支店

大阪市阿倍野区松崎町2-3-17 34,750,000 円
落札候補者
（１位・くじ）

倉治小学校　　構造：ＲＣ造3階建（一部平屋建）
　　　　　　　　　  屋上面積：平場 約1,917㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　　立上り 約650㎡

・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処
理を行い、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。
・丸環、配管等に塗装を施す。
・外壁クラック箇所について、Vカットの上、シーリング吹付塗装。
・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 交野市立藤が尾小学校屋上防水改修工事

2. 場　　　所 交野市星田北2-45-1

3. 期　　　間 平成30年7月3日～平成30年9月7日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥４４，５３９，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３４，９３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社安部興業

10.契約金額 ￥３７，７２４，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年7月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社カナヱ商会 枚方市香里ヶ丘3-8-42 34,930,000 円

株式会社小林塗装店 堺市東区八下町1-82 34,930,000 円

株式会社カンボー 守口市梶町4-12-5 欠席

技巧エポ株式会社 吹田市南吹田5-31-28 34,930,000 円

株式会社藤井工業 四條畷市雁屋南町18-27 34,930,000 円

株式会社松下克商店 大阪市東住吉区公園南矢田2-13-2 34,930,000 円

株式会社マツミ 茨木市高田町25-11 34,930,000 円

株式会社ケイテック 大阪市中央区内本町2-4-7大阪U2ビル3F 34,930,000 円

キンキ瀝青工業株式会社 東大阪市下小阪4-3-35 34,930,000 円

三協工材株式会社 大阪市西区靭本町2-5-15 34,930,000 円

株式会社安部興業 大阪市淀川区西中島4-7-20 34,930,000 円
落札候補者
（１位・くじ）

株式会社浜脇工業 大阪市東淀川区大道南3-6-15 34,930,000 円

中外商工株式会社 大阪市西区靭本町1-9-15 34,930,000 円

株式会社トーワ技研工業 大阪市淀川区宮原1-18-20 34,930,000 円

アイエス技建 東大阪市稲葉1-8-39 34,930,000 円

株式会社マトバ　大阪支店 大阪市淀川区西三国1-12-2 34,930,000 円

株式会社日研コーポレーション 大阪市阿倍野区王子町2-13-19 34,930,000 円

山﨑工業株式会社 大阪市淀川区十八条2-13-5 34,930,000 円

リフレックス株式会社 大阪市都島区片町2-11-19 34,930,000 円

有限会社大志 大阪市住吉区帝塚山東3-4-14 34,930,000 円

株式会社今重興産 堺市西区浜寺元町2-170 34,930,000 円

有限会社晃研 大阪市浪速区敷津西1-1-25 34,930,000 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 34,930,000 円

株式会社ハマキャスト 大阪市北区西天満4-14-3 34,930,000 円

株式会社関西マサル 大阪市都島区御幸町1-3-10 34,930,000 円

高分子株式会社 堺市中区深井北町3418-1 34,930,000 円

株式会社日本システム 大阪市淀川区西中島4-2-21 34,930,000 円

有限会社ハンワ 堺市中区八田西町2-18-51　丸十ビル302 34,930,000 円

株式会社ソトムラ 東大阪市足代3-5-1 34,930,000 円

株式会社長谷川工務店 八尾市高砂町2-45-17 34,930,000 円

株式会社ニシケン 岸和田市磯上町1-19-13 34,930,000 円

関西土建株式会社 東大阪市足代3-5-21 34,930,000 円

株式会社 大一防水工業 大東市寺川2-1-1 欠席

東洋技建工業株式会社大阪支
店

大阪市阿倍野区松崎町2-3-17 34,930,000 円

藤が尾小学校　　構造：ＲＣ造3階建（一部平屋建）
　　　　　　　　　　　屋上面積：平場 約1,956㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　立上り 約535㎡

・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処理を
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。
・面台とサッシの取り合い部分にシーリングを施す。
・配管等に塗装を施す。
・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 森新池造成工事

2. 場　　　所 交野市森南２丁目地内

3. 期　　　間 平成30年7月2日～平成31年3月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥１０４，５７６，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７９，０１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 河本技建工業株式会社 交野営業所

10.契約金額 ￥８５，３３０，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年7月2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 96,500,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 85,000,000 円

株式会社中央土木 交野営業所 交野市星田北1-43-2 79,010,000 円

交南設備株式会社 交野営業所 交野市倉治4-47-7 79,010,000 円

株式会社西村工業 交野営業所 交野市東倉治4-47-9 79,010,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 79,010,000 円

堀舗道建設株式会社 交野営業所 交野市星田西3-14-1 79,010,000 円

株式会社パシオン 交野営業所 交野市東倉治3-2-9 79,010,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 79,010,000 円

河本技建工業株式会社 交野営業所 交野市私部3-12-16 79,010,000 円
落札候補者
（１位・くじ）

豊成建設工業株式会社 交野営業所 交野市向井田1-26-9 79,010,000 円

河本興業株式会社 交野営業所 交野市私部西2-13-18 79,010,000 円

佐藤土木工業株式会社 交野営業所 交野市郡津2-29-27 79,010,000 円

安積建設株式会社 交野営業所 交野市星田西4-11-4 79,010,000 円

敷地造成工　　　　一式
　　　　　　　　　　　　　道路工（路線-1）　一式
　　　　　　　　　　　　　道路工（路線-2）　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 災害対策本部等非常用発電機新設工事

2. 場　　　所 交野市役所正面駐車場内（交野市私部1丁目１－１）

3. 期　　　間 平成30年7月2日～平成31年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥１３，９３２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１１，２００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社アゴーテック

10.契約金額 ￥１２，０９６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年7月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

セイヤ電気 交野市妙見坂3-11-14 11,200,000 円

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 11,200,000 円

株式会社みまさか電気工業 交野市私部6-35-5 辞退 円

小川電機工事株式会社 交野市星田北5-21-5 11,200,000 円

株式会社興亜電業社 交野営業所 交野市倉治5-6-5 11,200,000 円

有限会社アゴーテック 交野市神宮寺1-26-17 11,200,000 円
落札候補者
（１位・くじ）

防災型自家発電装置（50kVA 単相３線 220/110V 60Hz)の設置に伴う
　・電気設備工事
　・発電装置基礎工事
　・フェンス工事

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市雨水台帳作成業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年7月2日～平成33年3月10日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥７２，４７８，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社中央設計技術研究所関西事務所

9.契約金額 ￥４２，１２０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年7月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社パスコ大阪支店 大阪市浪速区湊町1-2-3 65,000,000 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

39,000,000 円 落札

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

48,760,000 円

交野市内全域

雨水排水系統平面図作成（H30)　１式
排水渠個別調査（H31)　１式
排水渠個別調査（H32)　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市浸水想定区域図作成業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年7月3日～平成30年12月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２７，９５０，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社アスコ大東

9.契約金額 ￥１５，５３０，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年7月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社パスコ大阪支店 大阪市浪速区湊町1-2-3 18,490,000 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 24,000,000 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 16,200,000 円

株式会社日建技術コンサルタ
ント

大阪市中央区谷町6-4-3 27,000,000 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

16,790,000 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 14,990,000 円

中日本建設コンサルタント株式
会社大阪事務所

大阪市中央区内本町1-3-5 23,000,000 円

株式会社アスコ大東 大阪市中央区南本町3-6-14 14,380,000 円 落札

株式会社ニュージェック 大阪市北区本庄東2-3-20 16,870,000 円

交野市内全域

基礎調査　１式
排水区のモデル化　１式
キャリブレーション　１式
シミュレーション　１式

調査区域面積： 1,383ha

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 教育用コンピュータ整備事業

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年9月1日～平成35年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４８，８９１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ＮＴＴファイナンス株式会社 関西支店

9.契約金額 ￥４４，７０５，５２０円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年7月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

東京センチュリー株式会社
大阪営業部

大阪市中央区本町3-5-7 辞退

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

41,394,000 円 落札

株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 辞退

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

ＮＥＣキャピタルソリューショ
ン株式会社

大阪市中央区城見1-4-24 42,060,000 円

富士通リース株式会社関西
支店

大阪市中央区城見2-2-53 欠席

日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋1-3-1 辞退

日本教育情報機器株式会
社

東京都千代田区有楽町1-7-1 41,562,000 円

交野市立第一中学校（交野市私部南3-3-1）他3校

教師用デスクトップ型コンピュータ　　　 ４台
生徒用ノート型コンピュータ　　　　　 １６０台
サーバ用コンピュータ　　　　　　　　　　　４台
Ａ３カラーレーザープリンタ　　　　　　　　４台
その他、ネットワーク機器やソフトウエア、旧機器の解体引き取り、設置・設
定、導入研修、一部の既設ＰＣのＯＳアップグレード等を含む。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 ネットワークプリンター賃貸借・保守

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年9月1日～平成35年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，４７１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社ＪＥＣＣ

9.契約金額 ￥６，０７８，２４０円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年7月2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

6,012,000 円

株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 5,628,000 円 落札

日通商事株式会社大阪支
店

大阪市北区梅田3-2-103 辞退 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 10,140,000 円

リコーリース株式会社関西
支社

大阪市北区堂島浜2-2-28 欠席 円

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 辞退 円

交野市役所（交野市私部1丁目1-1）他

　　　　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　量

　レーザープリンター　　　　　　　　　　　　　　　　　40
　プリンター保守（60か月）　　　　　　　　　　　　　 40
　搬送費・設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 教育ネットワーク学事システム用機器賃貸借

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年9月1日～平成35年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，４４５，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 富士通リース株式会社関西支店

9.契約金額 ￥３，３６９，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年7月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

東京センチュリー株式会社
大阪営業部

大阪市中央区本町3-5-7 辞退

日通商事株式会社大阪支
店

大阪市北区梅田3-2-103 辞退

ＮＥＣキャピタルソリューショ
ン株式会社

大阪市中央区城見1-4-24 4,722,000 円

富士通リース株式会社関西
支店

大阪市中央区城見2-2-53 3,120,000 円 落札

日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋1-3-1 辞退 円

リコーリース株式会社関西
支社

大阪市北区堂島浜2-2-28 欠席 円

交野市立交野小学校（交野市私部1-54-1）他

　　　　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　量
Ａ４ノート型パソコン本体（ＯＳ込） 　　 　　　　　18
レーザープリンター　　　　　　　　　　　　　　　　　16
ソフトウェア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18
パソコン保守　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18
プリンター保守　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16
搬送費・設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 杉の子ちびっこ広場スロープ設置工事

2. 場　　　所 交野市星田山手1丁目2200-36

3. 期　　　間 平成30年7月3日～平成30年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，７２８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，２４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社中正交野支店

10.契約金額 ￥１，３３９，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年7月2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 1,600,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 辞退 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 辞退 円

交野市水道サービス株
式会社

交野市私市2-24-1 1,600,000 円

株式会社中正交野支店 交野市私部西3-11-16 1,240,000 円 落札

撤去工・土工・路盤工・鉄筋工・型枠工・コンクリート工・ブロック積み工
縁石工・ネットフェンス工・手摺工・植栽工・付帯工　各一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 天野が原町6号線（無名橋）橋梁補修工事

2. 場　　　所 交野市天野が原町2丁目地内

3. 期　　　間 平成30年7月3日～平成30年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27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.最低制限価格 ￥３，２７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社雨田組

10.契約金額 ￥３，５３１，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年7月2日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 3,270,000 円 落札（くじ）

豊成建設工業株式会社 交野営業所 交野市向井田1-26-9 4,300,000 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 3,270,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 3,270,000 円

有限会社古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 辞退 円

ひびわれ補修工　L=4.0m
断面修復工　　　　V=0.03㎥
橋面防水工　　　　A=26.2㎡
地覆打替工　　　　L=9.0m
車両防護柵工　　 L=8.7m
運搬処分工　　　　V=0.55㎥
付帯工　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　一式
L=4.0m
A=26.2㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市内橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年7月3日～平成31年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，４６０，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 パシフィックコンサルタンツ株式会社大阪本社

9.契約金額 ￥４，８６０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年7月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

玉野総合コンサルタント株
式会社大阪支店

大阪市中央区北浜2-6-26 辞退

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 12,050,000 円

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 15,000,000 円

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 4,500,000 円 落札

八千代エンジニヤリング株
式会社

大阪市中央区城見1-4-70 6,540,000 円

大日コンサルタント株式会
社大阪支社

大阪市淀川区西中島5-12-8 5,980,000 円

交野市内全域138橋

本事業は平成24年度に策定した「交野市内橋梁長寿命化修繕計画」及び過
年度に実施した定期点検結果等から対象橋梁の現状と課題を整理し、維持
管理方針の検討を行った上で、橋梁長寿命化修繕計画を策定（更新）する。

・計画準備　1式
・橋梁長寿命化修繕計画の策定　1式
・報告書作成　1式
・打合せ協議　1式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田阿茶谷線（妙見橋)橋梁補修設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年7月3日～平成30年9月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，１５８，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社五星　関西支社

9.契約金額 ￥１，５１２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年7月2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 3,500,000 円

扇コンサルタンツ株式会社
大阪支店

枚方市田口山3-23-12 1,700,000 円

株式会社五星　関西支社 大阪市東成区中道3-17-12 1,400,000 円 落札

株式会社ＣＰＣ 大阪市西区阿波座2-1-1 3,970,000 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 2,700,000 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 1,750,000 円

交野市星田9丁目地内

星田阿茶谷線（妙見橋）：橋長4.8m　全幅員5.8m

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

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立第四中学校受変電設備改修工事

2. 場　　　所 交野市天野が原町5-65-1

3. 期　　　間 平成30年7月3日～平成30年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，７０６，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，２９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社興亜電業社 交野営業所

10.契約金額 ￥１，３９３，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年7月2日

12.参加業者等

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 1,290,000 円 落札（くじ）

株式会社水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 1,290,000 円

セイヤ電気 交野市妙見坂3-11-14 1,290,000 円

有限会社岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 1,290,000 円

株式会社みまさか電気工業 交野市私部6-35-5 1,290,000 円

高圧気中開閉器（ＰＡＳ）（屋外）の取替
高圧地絡方向継電器（ＤＧＲ）の取替
高圧カットアウトスイッチ（ＰＣ）のヒューズ交換
真空遮断器（ＶＣＢ）の取替

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立第一中学校屋上一部防水改修工事

2. 場　　　所 交野市私部南3-1-1

3. 期　　　間 平成30年7月3日～平成30年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，６５０，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，９８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社日研コーポレーション

10.契約金額 ￥３，２１８，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年7月2日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

有限会社大志 大阪市住吉区帝塚山東3-4-14 2,980,000 円

株式会社関西マサル 大阪市都島区御幸町1-3-10 2,980,000 円

株式会社日研コーポレーション 大阪市阿倍野区王子町2-13-19 2,980,000 円 落札（くじ）

株式会社カナヱ商会 枚方市香里ヶ丘3-8-42 2,980,000 円

株式会社サンケン 交野営業所 交野市星田6-2517-6 3,380,000 円

第一中学校　構造：ＲＣ造３階建（一部２階）
　　　　　　　　　屋上面積：平場　約241㎡　・　立ち上がり　約24㎡

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処理を行
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。その他雑工事を含む。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立岩船・旭小学校屋内運動場床改修工事

2. 場　　　所 交野市森北1-25-1（岩船小学校）、星田4-18-1（旭小学校）

3. 期　　　間 平成30年7月3日～平成30年8月24日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，９８０，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，４４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社垣本

10.契約金額 ￥２，６３５，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年7月2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 2,440,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 3,060,000 円

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 3,060,000 円

安積建設株式会社 交野営業
所

交野市星田西4-11-4 3,200,000 円

株式会社垣本 交野市南星台3-7-8 2,440,000 円 落札（くじ）

研磨（サンダー掛け）
ウレタン塗装（水性2液型ポリウレタン樹脂塗装）
コート・ライン引き
　（バスケットボール2面・バドミントン2面・バレーボール2面・反復横跳
び）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校特別教室空調機設置工事監理業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年7月5日～平成30年9月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，３６０，８００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 ￥１，２６９，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年7月4日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社前田都市設計
大阪市天王寺区清水谷町7-4 ｸ
ﾚｵﾄﾞｰﾚ清水谷

15,200,000 円

株式会社大和建築事務所 大阪市中央区谷町7-1-39-303 5,000,000 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 1,175,000 円 落札

株式会社小西建築事務所 大阪市西区立売堀1-3-8 辞退

株式会社 礎
大阪市北区中津1-2-15　桜井ビ
ル3F

2,018,000 円

交野市私部1-54-1 他13箇所

業務内容は、平成21年国土交通省告示第15号に掲げる工事監理業務。

　工事内容は　対象教室　小学校３５室　中学校１７室
　　　　　　　　　　室外機　　小学校１８台　中学校９台
　　　　　　　　　　室内機　　小学校７１台　中学校４２台

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30年7月3日～平成30年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，１１０，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社 創美

9.契約金額 ￥２，４１４，８８０円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年7月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社タメゴエンジニアリ
ング

大阪市淀川区木川東3-1-4 欠席

株式会社 創美 東大阪市森河内東2-19-9 2,236,000 円 落札

交野市水道サービス株式会
社

交野市私市2-24-1 2,372,000 円

株式会社サーモビルダー 枚方市大峰南町2-15 欠席 円

株式会社ビット 大阪市中央区城見2-1-61 辞退 円

交野市星田3-33-4 他5箇所

・空調室内機のフィルター、ファンを分解・薬剤洗浄し、よく乾燥の上組み立て
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、試運転により正常に作動しているか確認を行う。
・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。
　（すでにシールの貼付があれば、そのシールに清掃日・清掃業者を記入す
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・中学校給排水衛生機器定期検査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年7月3日～平成31年3月15日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，５０１，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社交野興業交野支店

9.契約金額 ￥１，２０９，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年7月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社郡幸工業所 寝屋川市郡元町5-3 1,160,000 円

株式会社交野興業交野支
店

交野市星田7-2076-1 1,120,000 円 落札

株式会社大千工業 枚方市田口山2-13-16 欠席

エスク三ツ川株式会社 大東市三箇4-18-18 1,178,000 円

関西浄化株式会社 寝屋川市高宮栄町1-1-106 1,350,000 円

交野市私部1-54-1　他6箇所

・受水槽・高架水槽の点検・保守・清掃業務
・水槽の水張り終了後、給水栓及び水槽の水について、水質検査及び
　残留塩素の測定
・揚水ポンプ・汚水ポンプの点検・保守業務

入札金額（消費税を除く）


