
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市し尿・浄化槽汚泥処理施設建設に伴う発注支援他業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年8月1日～平成33年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年7月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥４４，０７４，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社日産技術コンサルタント

9.契約金額 ￥３７，８００，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年8月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社日産技術コンサルタ
ント

大阪市中央区大手前1-2-15 35,000,000 円 落札

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 41,600,000 円

乙辺浄化センター（交野市星田北1丁目7番5号）他

交野市が計画する、し尿・浄化槽汚泥処理施設の建設にあたり、
工事発注に係る基本計画・設計、発注支援、測量、地質調査、下
水道放流許可申請及び都市計画変更等を行う。

◇業務の内容
　　１．基本計画・設計策定業務
　　２．発注支援業務
　　３．測量業務
　　４．地質調査業務
　　５．下水道放流許可申請業務
　　６．都市計画変更業務

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部西線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市天野が原町1丁目地内

3. 期　　　間 平成30年8月2日～平成31年1月11日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年7月25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 ￥４６，２７８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３４，４００，０００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 ￥３７，１５２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年8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 34,400,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 34,400,000 円

河本興業株式会社 交野営業所 交野市私部西2-13-18 34,400,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 34,400,000 円

佐藤土木工業株式会社 交野営業所 交野市郡津2-29-27 34,400,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 34,400,000 円

河本技建工業株式会社 交野営業所 交野市私部3-12-16 辞退

株式会社中正交野支店 交野市私部西3-11-16 34,400,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 34,400,000 円

山本工業株式会社 交野支店 交野市星田北6-37-6 34,400,000 円

橘内建設株式会社 交野支店 交野市私部5-22-6 34,400,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 34,400,000 円

有限会社サンコー 交野営業所 交野市幾野4-23-21 34,400,000 円

堀舗道建設株式会社 交野営業所 交野市星田西3-14-1 34,400,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 34,400,000 円
落札候補者
（１位・くじ）

交南設備株式会社 交野営業所 交野市倉治4-47-7 34,400,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 34,400,000 円

株式会社正栄土木 交野支店 交野市青山2-3-1 39,400,000 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 34,400,000 円

株式会社パシオン 交野営業所 交野市東倉治3-2-9 34,400,000 円

安積建設株式会社 交野営業所 交野市星田西4-11-4 34,400,000 円

株式会社前田造園 交野支店 交野市私部5-2-33 34,400,000 円

株式会社西村工業 交野営業所 交野市東倉治4-47-9 34,400,000 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 34,400,000 円

株式会社中央土木 交野営業所 交野市星田北1-43-2 34,400,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 34,400,000 円

撤去工　　　　 Ａ＝3,613㎡
舗装工　　　　 Ａ＝3,613㎡
区画線工　　　１式
付帯工　　　　 １式
仮設工　　　　 １式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市管理道路路面性状調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年8月2日～平成31年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年7月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３１，７３０，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 国際航業株式会社大阪支店

9.契約金額 ￥２８，６２０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年8月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

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

26,500,000 円 落札

株式会社パスコ大阪支店 大阪市浪速区湊町1-2-3 27,700,000 円

交野市内全域

入札金額（消費税を除く）

◇設計業務
　　計画準備（調査業務）１式、路面性状調査結果の取りまとめ（調査業務）
    １式
　　舗装管理地理情報システムの構築（調査業務）１式
　　計画準備（計画業務）１式、舗装修繕計画の策定（計画業務）１式
　　報告書作成（調査業務及び計画業務）１式、打合せ協議１式、ハード・ソフト
    ウェア１式
◇測量業務
　　路面性状調査（幅員3.5m以上）L=125.5㎞、路面性状調査（幅員3.5m未満）
    L=75.2㎞
　　路面性状調査（想定幅員3.5m以上）L=100.0㎞



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 乙辺浄化センター臭気測定業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年8月1日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年7月25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 ￥７４５，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年8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3-7-10 690,000 円 落札

株式会社ケイ・エス分析セン
ター

富田林市錦織南2-9-2 辞退

エヌエス環境株式会社西日本
支社

吹田市垂水町2-36-27 950,000 円

日本環境分析センター株式会
社

摂津市千里丘5-16-21 欠席

株式会社エルエフ関西 摂津市庄屋1-8-11 辞退

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。
　　1回目：平成30年9月～10月中
　　2回目：平成31年2月～3月中

●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）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 耐震性防火水槽設置工事測量調査設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年8月2日～平成30年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，０８４，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 浜エンジニアリング株式会社大阪支店

9.契約金額 ￥１，４５１，５２０円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年8月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社吹上技研コンサルタ
ント大阪事務所

枚方市牧野本町1-3-3-103 辞退

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 1,344,000 円 落札

協和設計株式会社 茨木市丑寅2-1-34 辞退

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 8,000,000 円

株式会社エヌイーエス 大阪市北区浪花町14-25 1,990,000 円

交野市私市9丁目2806-5

測量業務
　４級基準点測量　2点、現地踏査・仮BM設置測量・縦断測量・横断測量
0.02kmほか
地質調査業務
　土質ボーリング（砂・砂質土）　6m、標準貫入試験（砂・砂質土）　6回ほか
設計業務

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立総合体育施設25mプール濾材交換業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年8月1日～平成30年10月19日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２２９，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 赤沢産業株式会社

9.契約金額 ￥１，０６９，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年8月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

ローレル株式会社 大阪本社 大阪市住吉区長居2-5-11 1,650,000 円

有限会社北出商店
京都府京都市東山区大和大路
通五条上ﾙ東入池殿町205

2,773,600 円

株式会社水処理管理センター 大阪市北区南森町1-4-10 1,900,000 円

日水産業株式会社関西事業所 堺市中区伏尾4 4,140,000 円

日本原料株式会社関西支店 大阪市中央区内本町1-3-5 2,420,000 円

赤沢産業株式会社
大阪市東淀川区西淡路1-1-32
新大阪アーズビル

990,000 円 落札

交野市向井田２－５－１
（交野市立総合体育施設／いきいきランドかたの）

■材料
　濾材　2700L
　支持床砂利　1840L（φ2～4、4～8、8～12、12～20　各460L）
　支持床砂利　1300L（φ20～30）
　雑材・消耗品（パッキン、ボルト・ナット等）
■濾材搬出・ケレン作業
　旧濾材処分　5840L　等
■塗装作業
　濾過器内面塗装（エポキシ樹脂塗装）　一式
■濾材充填作業
　濾材搬入運搬　一式
　濾材充填作業　一式
　試運転調整　一式　等

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校電話機器購入

2. 場　　　所 交野市郡津４－１３－１　他３箇所

3. 期　　　限 平成30年8月22日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年7月25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8月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

協和テクノロジィズ株式会社 大阪市北区中崎1-2-23 辞退

沖電気工業株式会社関西支社 大阪市中央区備後町2-6-8 欠席

西日本電信電話株式会社大阪支店 大阪市都島区東野田町4-15-82 2,100,000 円

三和通信工業株式会社 大阪市中央区北久宝寺町1-9-1 1,850,000 円 落札

株式会社日電商会 堺市堺区山本町1-36-6 辞退

郡津小学校　　　　 ７台
岩船小学校　　　　 ７台
私市小学校　　　　 ６台
第二中学校　　 　１０台

￥３，２９４，０００円（消費税を含む）

三和通信工業株式会社

￥１，９９８，０００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 交野市空家等対策計画策定支援業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年8月1日～平成31年3月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，４８４，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社パスコ大阪支店

9.契約金額 ￥２，２１４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年8月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社アスコ大東 大阪市中央区南本町3-6-14 2,500,000 円

株式会社パスコ大阪支店 大阪市浪速区湊町1-2-3 2,050,000 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 2,500,000 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

6,200,000 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

2,500,000 円

交野市内全域

空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月に全面施行されて以
後、空家等に係る相談件数も年々増加していることから、将来的に大きな課題
となることを見据え、計画を策定するにあたり、必要な業務支援の委託を行う
もの。

計画準備　　　　　　　　　　　　一式
空家等対策計画作成支援　　一式
打合せ協議（３回）　　　　　　 一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 郡津駅前駐車場撤去工事

2. 場　　　所 交野市松塚地内

3. 期　　　間 平成30年8月2日～平成30年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，９３７，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，９７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社ケイ・プランニング・コーポレーション

10.契約金額 ￥２，１２７，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年8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 2,720,000 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 1,970,000 円 落札（くじ）

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 1,970,000 円

有限会社平林建設 交野
営業所

交野市倉治5-16-6 欠席

有限会社古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 辞退

土工　 　　一式
撤去工　　一式
付帯工　　一式
仮設工　　一式
施工延長　　L=31m　　施工面積　　A=150㎡

入札金額（消費税を除く）



                   入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 準用河川がらと川構造物点検調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年8月2日～平成30年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２７２，４００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 ￥３，１３２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年8月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社井沢設計 八尾市南小阪合町5-8-30 4,100,000 円 3,520,000 円 3,290,000 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 3,600,000 円 3,400,000 円 2,900,000 円 落札

株式会社ピーエムコンサルタン
ト

大阪市中央区本町1-7-7
WAKITA堺筋本町ビル4階

4,200,000 円 辞退 ―

全日本コンサルタント株式会社 大阪市浪速区湊町1-4-38 4,250,000 円 辞退 ―

株式会社エルクコンサルタント
大阪支店

大阪市中央区南船場1-3-17 4,000,000 円 辞退 ―

東洋技研コンサルタント株式会
社

大阪市淀川区新北野1-14-11 4,150,000 円 3,580,000 円 3,380,000 円

交野市大字倉治地内他

河川定期横断測量　　２９本
河川測量　　　　　　　　Ｌ＝2.92km
計画準備　　　　　　　　一式
調査・点検　　　　　　　一式
報告書作成　　　　　　 一式

第一回入札額
（消費税を除く）

第二回入札額
（消費税を除く）

第三回入札額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田西4丁目地内他剪定等業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年8月2日～平成30年9月10日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，２４２，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社リンテック

9.契約金額 ￥５，７２４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年8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 5,500,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 5,550,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 5,750,000 円

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 5,700,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 5,410,000 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 5,500,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 5,300,000 円 落札

石田造園土木株式会社交野支
店

交野市寺2-18-17 5,578,000 円

株式会社御庭屋交野支店 交野市私部5-14-3 5,500,000 円

交野市星田西4丁目地内他

剪定工　N=148本
伐木工　N=1本
除草工　A=4,988.1㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 ノートパソコン賃貸借

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年10月1日～平成35年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４３，９８８，４００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 ￥１３，６１４，４８０円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年8月1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

12,606,000 円 落札

株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 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 辞退

三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝ
ｽ株式会社

東京都港区芝浦1-2-3 17,736,000 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 20,352,000 円

ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 東京都港区虎ノ門1-2-6 辞退

三菱電機クレジット株式会社
関西支店

大阪市北区梅田1-8-17 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 辞退

交野市役所（交野市私部1-1-1）

Ａ４ノート型パソコン250台
　主な仕様　CPU：インテルCORE i 3以上、メモリ：4G以上、HDD：250GB以上、
　　　　　　　　内蔵ドライブ：DVD-ROM、ディスプレイ：15型以上、
                 OS：Windows10Proなど
　　　　　　　　3年間のパーツ保証、1年目の訪問修理等も含む。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 オフィスソフト購入

2. 場　　　所

3. 期　　　限 平成30年8月17日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年7月25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8月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社日立システムズ　関西支社 大阪市北区堂島浜1-2-1 7,226,500 円

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 辞退

東芝クライアントソリューション株式会
社関西支社 大阪市北区大淀中1-1-30 7,149,790 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 7,110,000 円

株式会社大塚商会 ＬＡ関西営業部 大阪市福島区福島6-14-1 7,000,000 円 落札

富士通ネットワークソリューションズ株
式会社関西支店

大阪市西区江戸堀1-5-16 7,220,000 円

交野市役所（交野市私部1-1-1）

Microsoft　Office　standard　2016　　250本
（ライセンス認証番号による購入）
インストール用ディスクキット　　　　　　　　1本

￥８，４９９，６００円（消費税を含む）

株式会社大塚商会 ＬＡ関西営業部

￥７，５６０，０００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 私市山手3丁目地内汚水管改築工事（管更生）

2. 場　　　所 私市山手3丁目地内

3. 期　　　間 平成30年8月1日～平成30年12月14日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年7月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，９６８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，５７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社エコ・テクノ　枚方支店

10.契約金額 ￥３，８５５，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年8月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

武田興業株式会社 枚方市東船橋1-1 3,570,000 円

株式会社交野興業 交野支店 交野市星田7-2076-1 3,570,000 円

北大阪環境株式会社 寝屋川市美井元町10-25 3,570,000 円

株式会社エコ・テクノ　枚方支店 枚方市北山1-54-55 3,570,000 円 落札（くじ）

東和工業株式会社 枚方市牧野本町1-1-59 3,570,000 円

管きょ内面被覆工（反転・形成工法）
　　　　既設管径250㎜　　　　l=31.17m
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
施工延長　　　　　　　　　　L=33.37m

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 公用車の購入

2. 場　　　所 交野市私部1－1－1

3. 期　　　限 平成30年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年7月25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8月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

交野自動車整備工場 交野市倉治3-27-8 968,000 円

三光ホンダ販売株式会社 交野市倉治3-24-13 辞退

イワフネ自動車株式会社 交野市私市7-11-4 910,000 円 落札

カミタケ倉治株式会社 交野市倉治6-3-29 936,173 円

春日オート株式会社 交野市星田北5-10-19 996,800 円

車種：軽貨物５ドアバン
車体形状：ワンボックスタイプ・ハイルーフ
乗車定員：４人
車体色：白色
駆動形式：2WDまたは4WD
トランスミッション：AT
総排気量：0.66L
燃料：無鉛レギュラーガソリン
付属品：エアコン／パワーステアリング／フロントパワーウイン
ドウ／エアバッグ／キーレスエントリー／集中ドアロック／ＡＭ・
ＦＭラジオ／フロアマット／サイドバイザー／ドライブレコーダー
等

￥９９９，０００円（消費税を含む）

イワフネ自動車株式会社

￥９８２，８００円（消費税を含む）　　　　　

入札金額（消費税を除く）


