
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田９丁目地内汚水管改築工事（管更生）

2. 場　　　所 交野市星田９丁目地内

3. 期　　　間 令和3年2月8日から令和3年3月19日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月3日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（郵便・事後審査型）

7. 予定価格 ￥２４，１７８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１７，１２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社ＵＤＩ

10.契約金額 ￥１８，８３２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年2月8日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　中井保組 大阪府大東市北条3丁目１０番２１号 17,120,000 円

株式会社　エコ・テクノ　枚方支店 枚方市北山１丁目５４番５５号 17,120,000 円

有限会社東阪アメニティ 大阪府東大阪市上小阪１丁目８番１４号 17,120,000 円

都市クリエイト株式会社 大阪府高槻市上田辺町19番8号 17,120,000 円

北大阪環境株式会社 大阪府寝屋川市美井元町１０番２５号 17,120,000 円

株式会社　サンダ 大阪府堺市北区金岡町704番地1 17,120,000 円

株式会社　セイワプラント 大阪市住吉区長居四丁目5番18－104号 17,120,000 円

武田興業　株式会社 大阪府枚方市東船橋1-1 17,120,000 円

株式会社トキト 大阪府堺市中区土師町4-5-17 17,120,000 円

株式会社　アキエンタープライズ 大阪府枚方市牧野本町一丁目1番60号 17,120,000 円

環境テクノス株式会社　大阪支店 大阪府守口市藤田町2-15-10-201 17,120,000 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

17,120,000 円

株式会社　大阪環境 大阪府守口市佐太中町３－１－２１ 17,120,000 円

的場商事株式会社 大阪府吹田市川岸町２１番４５号 17,120,000 円

株式会社アレイサービス 大阪府東大阪市若江南町5丁目2番38号 17,120,000 円

株式会社　ＵＤＩ 大阪府枚方市牧野本町一丁目38番13号 17,120,000 円
落札候補者
第一位（くじ）

一般財団法人　大阪府管更生技術機構 大阪府枚方市牧野本町一丁目1番59号 - 辞退

東和工業株式会社 大阪府枚方市牧野本町一丁目1番59号 17,120,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 17,120,000 円

管清工業　株式会社　大阪支店 大阪市城東区成育１丁目６番２６号 17,120,000 円

近畿興業　株式会社 東大阪市宝持1丁目６－２５ 17,120,000 円

管きょ内面被覆工（反転・形成工法）
既設管径　300mm

換気工　　　　　　1式　　既設管内調査工　1式
管きょ更生水替工　1式　　既設管内処理工　1式
既設管内洗浄工　　1式　　仮設工　　　　　1式

施工延長　L=178.25m

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市役所本館等自家用電気工作物保安管理業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年4月1日から令和4年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月3日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５９９，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 久保電気設備管理事務所

10.契約金額 ￥５６７，６００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年2月8日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

久保電気設備管理事務所 四條畷市北出町24-8 624,000 円 564,000 円 516,000 円 落札

西田電気設備管理事務所 交野市私部2-13-21-6 - 辞退

一般財団法人関西電気保安協
会枚方営業所

枚方市三矢町4-17 欠席

瀧本電気設備管理事務所 交野市倉治5-8-16 欠席

伸栄電機株式会社 守口市南寺方南通1-5-25 - 辞退

交野市役所本館、別館及び旧消防庁舎

電気事業法第４２条第１項及び第４３条並びに同施行規則第５２条第２項の規定に基づき、電気工作物の保安管
理業務を行う。

保安管理業務の対象となる電気工作物
本館　　 　　変圧器容量１５０ＫＶＡ、７５ＫＶＡ、５０ＫＶＡ
別館　　 　　変圧器容量２００ＫＶＡ、７５ＫＶＡ
旧消防庁舎 　変圧器容量２００ＫＶＡ、３０ＫＶＡ

入札金額（1回目）
（消費税を除く）

入札金額（2回目）
（消費税を除く）

入札金額（3回目）
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市放課後児童会傷害及び賠償責任保険

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年4月1日から令和4年4月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月3日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７６６，０００円（消費税を含まない）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド　大阪支店

10.契約金額 ￥４００，０８０円（消費税を含まない）

11.契約日 令和3年2月8日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ユーライン 大阪市北区梅田1-3-1-1000 881,560 円

マーシュ総研株式会社 奈良市四条大路２－２－１２ - 辞退

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

400,080 円 落札

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

東大阪市足代2-1-7ﾀｰﾌｨｰｽﾞﾌﾗｯﾄ布施
駅前502

881,560 円

ＫＩＣ株式会社
京都市中央区柳馬場通り御池下ル柳八
幡町65　京都朝日ビル5階

- 辞退

交野市内13児童会

１．保険対象事業：交野市放課後児童会
２．保険対象者：交野市放課後児童会に登録のある児童
３．契約期間：令和3年4月1日から令和4年4月1日までの1年間
４．保険種別：傷害補償及び賠償責任補償
５．対象の事故
　・交野市が放課後児童会を開設する上記日数での活動中の事故（施設外の活動
を含む。）
　・児童会が主催する遠足等の野外活動を含む。
　・学校及び自宅から当該児童会までの通会経路中の事故（但し、学校管理下の
事故を除く。）
６．補償内容
　　（傷害保険）
　　　・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
　　　　※ただし、入院及び通院ともに1日目からの補償とすること。
　　（賠償責任保険）
　　　・在籍児童及び第三者に対する損害
　　　　◇身体賠償：1名につき1億円　1事故につき5億円
　　　　◇財物賠償：1事故につき500万円
※生産物賠償責任（児童会で提供したおやつでの賠償）も補償とすること。

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

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年4月1日から令和4年4月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月3日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６６５，０００円（消費税を含まない）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド　大阪支店

10.契約金額 ￥４００，１８０円（消費税を含まない）

11.契約日 令和3年2月8日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ユーライン 大阪市北区梅田1-3-1-1000 - 辞退

マーシュ総研株式会社 奈良市四条大路２－２－１２ - 辞退

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

400,180 円 落札

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

東大阪市足代2-1-7ﾀｰﾌｨｰｽﾞﾌﾗｯﾄ布施
駅前502

581,490 円

ＫＩＣ株式会社
京都市中央区柳馬場通り御池下ル柳八
幡町65　京都朝日ビル5階

- 辞退

交野市内

（障害補償金）
〇死亡保障（500万円／1人）
〇後遺障害補償金（500万円に規定の割合を乗じた額）
〇入院補償金（3,000円／１日）
〇通院補償金（2,000円／１日）
（賠償責任保険）
〇身体障害賠償（5億円／1事故※1名最高1億円）
〇財物損壊賠償（500万円／1事故）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立私市小学校給水設備更新工事設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年2月9日から令和3年3月19日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月3日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，６９４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社建綜研

10.契約金額 ￥１，６５０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年2月8日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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 3,700,000 円

一級建築士事務所藤井設計事務所 交野市私部6-35-4 4,000,000 円

株式会社創英設計 大阪市中央区久太郎町1-9-28 - 辞退

株式会社Ｅ＆Ｓエンジニアリング 大阪市港区市岡元町3-7-10 - 辞退

株式会社福本設計大阪事務所 大阪市中央区谷町9-1-22 - 辞退

株式会社建綜研 大阪市北区大淀中１-8-5 1,500,000 円 落札

有限会社E2建築事務所 交野市天野が原町2-14-23 辞退

交野市私市9丁目5-10（私市小学校敷地内）

１．関係所管と協議を行い実施可能な給水方式及び工事の事前調査。
　（受水槽・高置水槽方式、直結直圧給水方式等）
２．採用された給水方式及び工事内容にて、工事実施図面及び工事費積算書
　（数量調書を含む。）の作成。

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

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月3日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，５９６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 環境衛生薬品株式会社

10.契約金額 ￥２，４６７，０８０円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年2月8日

12.参加業者等

参加業者名 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 2,242,800 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

- 欠席

株式会社協同臨床検査所 門真市岸和田3-30-13 2,741,200 円

株式会社関西環境センター 堺市中区小阪204-27 - 辞退

一般社団法人　京都微生物研究所 京都市山科区川田御出町3番地の4 2,741,200 円

※契約は入札に用いた単価にて締結

交野市立小・中学校

小学校4,080人中学校2,150人（小中学校の一次検査及び二次検査の合計見込み
数）程度に対して検体用容器の配布、回収および一次・二次検査・報告の一連の
業務を春と秋の２回委託するもの。

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 認知機能検査機器購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年3月19日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年2月3日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，０９７，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 石黒メディカルシステム株式会社　大阪支店

10.契約金額 ￥１，０９７，８００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年2月8日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社上北商会 守口市金田町4-5-26 - 辞退

株式会社エム・イー・サイエンス 大阪市淀川区東三国4-14-24 - 辞退

株式会社ケーエスケー　枚方支店 枚方市伊加賀緑町3-50 1,080,000 円

株式会社ホウセイ 交野市青山3-18-14 - 辞退

石黒メディカルシステム株式会社　大
阪支店

高槻市富田丘町9番5号 998,000 円 落札

交野市天野が原町5-5-1（交野市立保健福祉総合センター）

認知機能検査機器（タッチパネル式）の購入　計2台
（内訳）
・認知機能の簡易なスクリーニング検査機能が搭載されているもの　１台
・認知機能の簡易・詳細なスクリーニング検査機能、及び物忘れ予防のためのト
レーニングプログラムが搭載されているもの　１台
・印刷機能を有しない場合は、別途カラー印刷が可能なインクジェットプリン
ター　２台（費用は本調達に含める）

入札金額
（消費税を除く）


