
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手５丁目地内汚水管改築工事（管更生）

2. 場　　　所 交野市私市山手5丁目地内

3. 期　　　間 令和元年9月2日から令和2年1月17日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年8月29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 ￥２３，５１８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１６，６７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 武田興業株式会社

10.契約金額 ￥１８，３３７，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年９月２日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　セイワプラント 大阪市住吉区長居4-5-18-104 16,670,000 円

株式会社　サンダ 堺市北区金岡町704番地1 16,670,000 円

北大阪環境株式会社 寝屋川市美井元町10-25 16,670,000 円

武田興業株式会社 枚方市東船橋1-1 16,670,000 円
落札候補者
第1位（くじ）

株式会社　エコ・テクノ　　枚方支店 枚方市北山1-54-55 16,670,000 円

株式会社　橋本設備工業所 吹田市豊津町19-16 16,670,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7-2076-1 16,670,000 円

柾木工業株式会社 大阪市此花区梅町2-2-25 16,670,000 円

株式会社末廣興業　岸和田本店 岸和田市田治米町502番地 16,670,000 円

新井建設株式会社 大阪市西淀川区大和田4-2-4 16,670,000 円

株式会社トキト 堺市中区土師町4-5-17 16,670,000 円

管清工業株式会社　大阪支店 大阪市城東区成育1-6-26 16,670,000 円

東和工業株式会社 枚方市牧野本町1-1-59 16,670,000 円

株式会社　アキエンタープライズ 枚方市牧野本町1-1-60 16,670,000 円

株式会社　ＭＫＳ 枚方市北山1-54-55 16,670,000 円

有限会社東阪アメニティ 東大阪市上小阪1-8-14 16,670,000 円

株式会社　ＵＤＩ 枚方市牧野本町1-38-13 16,670,000 円

環境テクノス株式会社　大阪支店 守口市藤田町2-15-10-201 ― 辞退

一般財団法人　大阪府管更生技術
機構

枚方市牧野本町1-1-59 16,670,000 円

株式会社　関西工業所 東大阪市俊徳町3-7-19 16,670,000 円

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 16,670,000 円

株式会社アレイサービス 東大阪市若江南町5-2-38 16,670,000 円

株式会社　ケンセイ 大阪市東淀川区東中島1-18-22 16,670,000 円

八光興業株式会社
大阪府南河内郡太子町大字山田
1116番地の36

16,670,000 円

株式会社　中井保組 大東市北条3-10-21 16,670,000 円

株式会社　大阪環境 大阪府守口市佐太中町3-1-21 16,670,000 円

平和興業株式会社 大阪市住之江区粉浜西1-2-6 16,670,000 円

芦森エンジニアリング株式会社 大阪市西区土佐堀1-4-8 16,670,000 円

株式会社エムライン 大阪市此花区梅町2-2-25 16,670,000 円

的場商事株式会社 吹田市川岸町21-45 16,670,000 円

管きょ内面被覆工(反転・形成工法）
　　　   既設管径250㎜　　L=202.23m
換気工　　　              １式
管きょ更生水替工　　 １式
既設管内洗浄工　　 　１式
既設管内調査工　　 　１式
既設管内処理工　 　　１式
仮設工　　　　　　　　　１式
施工延長　　Ｌ＝202.23m

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田小川雨水幹線整備工事

2. 場　　　所 交野市星田北5丁目地内

3. 期　　　間 令和元年9月3日から令和2年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年8月29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 ￥５９，３４５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４２，６６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社　前田造園　交野支店

10.契約金額 ￥４６，９２６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年９月２日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　森長工業　　交野支店 交野市倉治5-1-43 ― 辞退

橘内建設株式会社　交野支店 交野市私部5-22-6 42,660,000 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 42,660,000 円

株式会社　平田設備工産 交野市星田4-33-3 42,660,000 円

株式会社　前田造園　交野支店 交野市私部5-2-33 42,660,000 円
落札候補者
第1位（くじ）

株式会社　中央土木　交野営業所 交野市星田北1-43-2 ― 辞退

有限会社　森英興産 交野市南星台2-1-2 42,660,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7-2076-1 42,660,000 円

有限会社　和紀総合 交野市郡津1-55-13 42,660,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 42,660,000 円

河本興業　株式会社　　交野営業所 交野市私部西2-13-18 42,660,000 円

株式会社　西工務店 交野市私部5-23-15 42,660,000 円

河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私部3-12-16 42,660,000 円

佐藤土木工業株式会社　交野営業
所

交野市郡津2-29-27 ― 辞退

株式会社中正　交野支店 交野市私部西3-11-16 42,660,000 円

株式会社西村工業　交野営業所 交野市東倉治4-47-9 42,660,000 円

安積建設株式会社　交野営業所 交野市星田西4-11-4 42,660,000 円

森本水道工業 株式会社 交野市倉治2-1-12 42,660,000 円

株式会社　パシオン　交野営業所 交野市東倉治3-2-9 42,660,000 円

土工　　　　　　　　 １式
水路工　　　　　　　１式
床版工　　　　　　　１式
付帯工　　　　　　　１式
構造物撤去工      １式
仮設工　　　　　　　１式
施工延長　　　　　　Ｌ＝67ｍ

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)橋梁補修工事

2. 場　　　所 交野市星田９丁目地内

3. 期　　　間 令和元年9月3日から令和元年12月20日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年8月29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 ￥１１，９６８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥８，１１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社西村工業　交野営業所

10.契約金額 ￥８，９２１，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年９月２日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　森長工業　　交野支店 交野市倉治5-1-43 ― 辞退

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 ― 辞退

橘内建設株式会社　交野支店 交野市私部5-22-6 8,110,000 円

株式会社　平田設備工産 交野市星田4-33-3 ― 辞退

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 ― 辞退

株式会社　前田造園　交野支店 交野市私部5-2-33 ― 辞退

有限会社　森英興産 交野市南星台2-1-2 ― 辞退

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7-2076-1 ― 辞退

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 8,110,000 円

株式会社　西工務店 交野市私部5-23-15 ― 辞退

株式会社中正　交野支店 交野市私部西3-11-16 8,110,000 円

株式会社西村工業　交野営業所 交野市東倉治4-47-9 8,110,000 円
落札候補者
第１位（くじ）

安積建設株式会社　交野営業所 交野市星田西4-11-4 ― 辞退

森本水道工業 株式会社 交野市倉治2-1-12 ― 辞退

株式会社　パシオン　交野営業所 交野市東倉治3-2-9 8,110,000 円

有限会社平林建設　交野営業所 交野市倉治5-16-6 ― 辞退

表面含浸工　　１式
水切り工　　　　１式
断面修復工　　１式
防護柵工　　　 １式
運搬処分工　　１式
仮設工　　　　　１式
施工面積　　　　Ａ＝79.2㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 道路除草清掃業務委託

2. 場　　　所 交野市内全域

3. 期　　　間 令和元年9月3日から令和元年10月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，４１５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 石田造園土木株式会社交野支店

10.契約金額 ￥７，６９７，８００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年9月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 7,450,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 7,800,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 7,480,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 7,550,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 7,420,000 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 7,500,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 7,870,000 円

石田造園土木株式会社交野支店 交野市寺2-18-17 6,998,000 円 落札

蒼井創造 交野市幾野3-17-18 7,400,000 円

交南設備株式会社　　交野営業所 交野市倉治4-47-7 7,350,000 円

有限会社勝樹園　交野支店 交野市私部４-58-19 7,340,000 円

機械除草工　　A=23,200㎡
人力除草工　　A=330㎡
刈込剪定工　　A=250㎡
交通管理工　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 準用河川除草清掃業務委託

2. 場　　　所 交野市郡津４丁目地内他

3. 期　　　間 令和元年9月3日から令和元年10月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，７４３，０００ 円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社前田造園交野支店

10.契約金額 ￥６，４９０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年9月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 6,200,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 6,200,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 6,050,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 5,950,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 5,900,000 円 落札

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

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 5,970,000 円

石田造園土木株式会社交野支店 交野市寺2-18-17 ― 指名無効※

蒼井創造 交野市幾野3-17-18 6,000,000 円

交南設備株式会社　　交野営業所 交野市倉治4-47-7 6,150,000 円

有限会社勝樹園　交野支店 交野市私部４-58-19 6,050,000 円

人力除草（肩掛式）　A=32,100㎡
人力除草（人力）　　 A=7,400㎡
散在塵芥収集　　　  A=39,500㎡

入札金額（消費税を除く）

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 普通河川除草清掃業務委託

2. 場　　　所 交野市倉治７丁目地内他

3. 期　　　間 令和元年9月3日から令和元年10月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，３８９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社グリーン京阪

10.契約金額 ￥４，１８０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年9月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 4,000,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 3,950,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 4,200,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 3,800,000 円 落札

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 ― 指名無効※

有限会社パーククリエイト交野支店 交野市郡津1-1-503 4,000,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 3,890,000 円

石田造園土木株式会社交野支店 交野市寺2-18-17 ― 指名無効※

蒼井創造 交野市幾野3-17-18 3,900,000 円

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

有限会社勝樹園　交野支店 交野市私部４-58-19 3,900,000 円

人力除草（肩掛式）　A=19,000㎡
人力除草（人力）　　 A=4,700㎡
散在塵芥収集　　　  A=23,600㎡

入札金額（消費税を除く）

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 急傾斜地除草清掃業務委託

2. 場　　　所 交野市私市山手３・４丁目地内、東倉治１丁目地内

3. 期　　　間 令和元年9月3日から令和元年10月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，３４２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社リンテック

10.契約金額 ￥１，１５３，９００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年9月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 1,250,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 1,230,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 1,200,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 ― 指名無効※

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 ― 指名無効※

有限会社パーククリエイト交野支店 交野市郡津1-1-503 1,300,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 1,049,000 円 落札

石田造園土木株式会社交野支店 交野市寺2-18-17 ― 指名無効※

蒼井創造 交野市幾野3-17-18 1,170,000 円

交南設備株式会社　　交野営業所 交野市倉治4-47-7 1,200,000 円

有限会社勝樹園　交野支店 交野市私部4-58-19 1,200,000 円

人力除草工　　A=3,100㎡

入札金額（消費税を除く）

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市ため池ハザードマップ作成業務委託

2. 場　　　所 交野市星田西２丁目他

3. 期　　　間 令和元年9月3日から令和2年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，５７６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 国際航業株式会社大阪支店

10.契約金額 ￥４，３７８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年9月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社日本インシーク 大阪市中央区南本町3-6-14 4,340,000 円 辞退

株式会社パスコ大阪支店 大阪市浪速区湊町1-2-3 4,700,000 円 辞退

株式会社ウエスコ関西支社 大阪市中央区大手通2-2-13 5,200,000 円 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 4,900,000 円 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 4,200,000 円 3,980,000 円 落札

業務対象池
　　大谷新池（星田西2丁目2247-1）
　　私部大池（青山5丁目2711）

業務概要
　　計画準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式
　　資料収集整理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2地区
　　現地調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2地区
　　被害想定区域の検討　　　　　　　　　　　　　　　2地区
　　ハザードマップ原案の作成　　　　　　　　　　　　2地区
　　ため池ハザードマップ印刷（2地区分）　　　　3,000枚
　　住民説明会運営支援　　　　　　　　　　　　　　　2地区
　　報告書作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式
　　打合せ協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式

第一回入札金額
（消費税を除く）

第二回入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部神宮寺幹線不明水調査業務委託

2. 場　　　所 交野市内

3. 期　　　間 令和元年9月2日から令和元年10月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，２４７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 管清工業株式会社大阪支店

10.契約金額 ￥４，９５０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年9月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

武田興業株式会社 枚方市東船橋1-1 5,325,000 円 4,700,000 円

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 5,400,000 円 4,700,000 円

株式会社大阪環境 守口市佐太中町3-1-21 5,350,000 円 4,700,000 円

北大阪環境株式会社 寝屋川市美井元町10-25 5,300,000 円 4,730,000 円

株式会社エコ・テクノ 枚方支店 枚方市北山1-54-55 5,310,000 円 4,710,000 円

管清工業株式会社大阪支店 大阪市城東区成育1-6-26 4,780,000 円 4,500,000 円 落札

・流量計測工（水位法）　　　　　　　 Ｎ＝３箇所
・流量計測工（流速・水位法）　　　　Ｎ＝１箇所
・簡易水位計測工　　　　　　　　　　 Ｎ＝１０箇所
・降雨観測工　　　　　　　　　　　　　 Ｎ＝１箇所
・報告書作成工　　　　　　　　　　　　１式

第一回入札金額
（消費税を除く）

第二回入札金額
（消費税を除く）



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 交野市星田北1-7-5（乙辺浄化センター内）

3. 期　　　間 令和元年9月2日から令和2年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８９１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社環境総合リサーチ

10.契約金額 ￥７４８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年9月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社環境技術センター 大阪支店 大阪市浪速区幸町2-7-3 ― 欠席

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3-7-10 740,000 円

エヌエス環境株式会社西日本支社 吹田市垂水町2-36-27 ― 辞退

一般財団法人 関西環境管理技術セ
ンター

大阪市西区川口2-9-10 800,000 円

株式会社環境総合リサーチ
京都府相楽郡精華町光台2丁目3
‐9

680,000 円 落札

下記測定業務を年2回行う。
　　1回目：令和元年9月～10月中
　　2回目：令和2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）


