
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 今池フェンス設置工事

2. 場　　　所 交野市幾野2丁目地内

3. 期　　　間 令和3年6月1日から令和3年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年5月26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 ￥２４，２３３，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１７，２８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社　山崎設備

10.契約金額 ￥１９，００８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社　和紀総合 大阪府交野市郡津１丁目５５番１３号 17,280,000 円

橘内建設株式会社　交野支店 大阪府交野市私部五丁目22番6号 17,280,000 円

株式会社　エーティーエヌ　交野営業所 交野市南星台2丁目1番3号 17,280,000 円

豊成建設工業株式会社　交野営業所 交野市向井田１丁目２６番９号 17,280,000 円

山本工業株式会社　交野支店 大阪府交野市星田北6-37-6 17,280,000 円

株式会社 上田建築工務店 大阪府交野市郡津５丁目４７番１２号 17,280,000 円

有限会社　森英興産 大阪府交野市南星台２丁目１番２号 17,280,000 円

株式会社　中正　交野支店 大阪府交野市私部西3丁目11番16号 無効 入札書不備

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 17,280,000 円

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 17,280,000 円

株式会社　パシオン　交野営業所 大阪府交野市東倉治3丁目2番9号 無効 入札書不備

株式会社平田設備工産 大阪府交野市星田４丁目３３番３号 17,280,000 円

堀舗道建設株式会社　交野営業所 大阪府交野市星田西3丁目14番１号 17,280,000 円

株式会社西村工業　交野営業所 大阪府交野市郡津3-50-10-102号 17,280,000 円

有限会社 川人設備 交野市青山１丁目１７番４号 17,280,000 円

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 17,280,000 円

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 17,280,000 円

佐藤土木工業株式会社　交野営業所 交野市郡津２丁目２９番２７号 17,280,000 円

株式会社　姫技建 大阪府交野市向井田1丁目51番6号 17,280,000 円

河本興業　株式会社  交野営業所 交野市私部西２丁目１３番１８号 17,280,000 円

水谷工業株式会社 大阪府交野市星田北6丁目2番14号 - 辞退

有限会社　サンコー　交野営業所 大阪府交野市幾野4丁目23-21 17,280,000 円

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6丁目2番12号 17,280,000 円

安積建設株式会社　交野営業所 交野市星田西４丁目１１番４号 17,280,000 円

株式会社　中央土木　交野営業所 大阪府交野市星田北１丁目４３番２号 17,280,000 円

交野市水道サービス株式会社 大阪府交野市私市２丁目２４番１号 17,280,000 円

有限会社平林建設　交野営業所 大阪府交野市倉治5丁目16番6号 17,280,000 円

オーレス株式会社 交野市天野が原町4丁目１３番８号 17,280,000 円

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４－１７－６ 17,280,000 円
落札候補者
第一位（くじ）

森本水道工業 株式会社 大阪府交野市倉治2丁目1番12号 17,280,000 円

フェンス設置工　施工延長L=709.46ｍ
・土工　　　　　　　　１式
・フェンス設置工　　　１式
・門扉設置工　　　　　１式
・空洞ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 １式
・撤去工　　　　　　　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 交野市星田西体育施設屋上防水・空調設備等改修工事

2. 場　　　所 交野市星田西3丁目28-1　交野市星田西体育施設

3. 期　　　間 令和3年6月1日から令和3年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年5月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥４７，５８６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３６，７４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社吉信工務店

10.契約金額 ￥４０，４１４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社 上田建築工務店 大阪府交野市郡津５丁目４７番１２号 42,000,000 円

株式会社　吉信工務店 大阪府交野市郡津１丁目５５番１４号 36,740,000 円
落札候補者
第一位（くじ）

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 41,890,000 円

河本興業　株式会社  交野営業所 交野市私部西２丁目１３番１８号 - 辞退

水谷工業株式会社 大阪府交野市星田北6丁目2番14号 - 辞退

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6丁目2番12号 36,740,000 円

体育施設の屋根部・2階屋上部・外壁部の改修工事
・屋根部　塗装塗り替え、換気塔部の防水改修
・屋上部　シート防水の改修
・外壁部　塗装塗り替え、開口部・カーテンウォール枠のシーリング打替え、
ガラス部の高圧洗浄
・鋼製手摺、階段部、壁・軒樋、設備管等の塗装
・体育館室の空調設備（室内・外機）の取り替え、一部床材張替
・その他、一部解体撤去（庇部）、フェンス・タラップ付け替え

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市文化財保存活用地域計画作成事業

2. 場　　　所

3. 期　　　間 契約締結日から令和4年3月15日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥6,050,000円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社日本インシーク

10.契約金額 ¥5,720,000円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社パスコ大阪支店 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号 5,500,000 円

朝日航洋株式会社　西日本空情支社 大阪府吹田市垂水町３丁目３５番３１号 - 辞退

株式会社日建技術コンサルタント 大阪市中央区谷町六丁目4番3号 7,800,000 円

株式会社イビソク　大阪営業所
大阪府大阪市住吉区沢之町2丁目6番
11号 405号

5,650,000 円

株式会社日本インシーク 大阪市中央区南本町三丁目6番14号 5,200,000 円 落札

アジア航測株式会社　大阪支店
大阪市北区天満橋1丁目8番30号　OAP
タワー

- 辞退

交野市内

１．市民意識調査
２．計画策定
３．会議等の運営サポート
４．計画書作成
５．その他打ち合わせ等

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校消防設備保守点検業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年6月1日から令和4年3月11日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥6,589,000円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 橘電工株式会社

10.契約金額 ¥4,510,000円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社興亜電業社　交野営業所 大阪府交野市倉治5丁目6番5号 4,380,000 円

小川電機工事株式会社 大阪府交野市星田北5-21-5 4,600,000 円

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治４－４７－７ 4,800,000 円

有限会社アゴーテック　営業・工事部 交野市神宮寺１丁目２６－１７ 4,250,000 円

橘電工株式会社 大阪府交野市私市６丁目17-15 4,100,000 円 落札

北口工業　株式会社 交野市星田５－７－４ 4,300,000 円

交野市私部1-54-1他13箇所

消防法17条の３の3の規定に基づく、消防設備等の点検及び結果の
報告業務。
建築基準法第12条に基づく、平成28年度国土交通省告示第７２１号
（防火設備定期検査）の報告業務

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校トイレ清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年5月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３９，８４２，０００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　ハヤシハウジング

10.契約金額 ￥１６，６１０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社 大庫ビルサービス 大阪府枚方市楠葉美咲3丁目13番16号 23,086,000 円

近畿ビルテクノ株式会社　枚方営業所 大阪府枚方市北中振１丁目１０番１９号 22,420,000 円

株式会社　エーティーエヌ　交野営業所 交野市南星台2丁目1番3号 38,240,000 円

株式会社　ハヤシハウジング
大阪府堺市東区日置荘田中町352番地
2

15,100,000 円 落札

リアンコーポレーション株式会社　東大
阪営業所

東大阪市俊徳町4丁目5番3号ロイヤル
俊徳211号

16,660,000 円

交野小学校（交野市私部1-54-1）他13箇所

令和3年6月1日から令和4年3月24日

交野市立小学校10校　トイレの日常清掃　1式
交野市立中学校4校　トイレの日常清掃　1式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 B4更紙の購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年6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5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥869円/冊（税抜）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 大杉紙商事

10.契約金額 ¥790円/冊（税抜）

11.契約日 令和3年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

大杉紙商事 大阪府大東市大東町１０－１６ 790 円 落札

株式会社ペーパル 奈良市池田町76-7 - 辞退

阪南システムマシン株式会社 大阪府富田林市喜志町５丁目８番１４号 - 辞退

日本住宅設備株式会社 大阪府四條畷市岡山東2-4-1 830 円

株式会社大塚商会　LA関西営業部 大阪市福島区福島6丁目14番1号 - 辞退

桃花園印刷所 枚方市野村元町7番1号 - 辞退

交野市私部1-54-1（交野小学校）他13か所

納入場所：交野市私部1-54-1（交野小学校）他13か所
　　　　　（注文から原則10日以内に納入）
購入見込数量：4,685冊
最小発注単位：20冊

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 複写機賃貸借

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年7月1日から令和8年6月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2.20円/枚（税抜）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 有限会社　高辻文具

10.契約金額 ¥2.11円/枚（税抜）

11.契約日 令和3年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

リコージャパン株式会社販売事業本部　関
西MA事業部 官公庁・文教営業部

大阪府大阪市中央区本町橋1番5号 - 辞退

シャープマーケティングジャパン株式
会社

大阪府大阪市平野区加美南3丁目8番
25号

2.88 円

富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン株式会社

大阪市中央区今橋二丁目5番8号 3.40 円

コニカミノルタジャパン株式会社 大阪市西区西本町2丁目3番10号 6.00 円

株式会社　加地 交野市倉治5丁目1-38 無効 入札書不備

有限会社　高辻文具 大阪府四條畷市塚脇町６番１４号 2.11 円 落札

交野市私部1丁目54-1（交野小学校）　他６か所

１．契約内容
　　デジタル複写機の賃貸借
　　　交野小学校　他　モノクロ複写機　計７台
２．予定印刷枚数
　　７台合計　263,000枚／年
３．保守体制
　①　最低月１回以上の定期訪問
　②　開庁時に通報した修理等の依頼に可能な
　　限り速やかに対応すること。
４．契約方法　長期継続契約

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 乙辺浄化センター診断調査他業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年5月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥５６，９８０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社日産技術コンサルタント

10.契約金額 ￥５４，７８０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 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一丁目2番15号 49,800,000 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丁目３番５号 55,000,000 円

交野市星田北1丁目7-5（乙辺浄化センター）他

令和3年6月1日から令和4年8月31日

し尿処理施設耐震診断等業務
　１．施設現況調査業務
　２．施設改造計画業務
　３．耐震診断報告書の作成
　４．劣化調査報告書の作成

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

3. 期　　　間 令和3年6月2日から令和3年7月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥7,117,000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 ¥6,820,000円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社山満造園 大阪府交野市私市5丁目17番11号 7,000,000 円

蒼井創造 大阪府交野市幾野3丁目17番18号 6,250,000 円

株式会社総合緑化 交野支店 大阪府交野市星田8丁目9番29号 6,500,000 円

交野造園 大阪府交野市私部2丁目13番11号 6,450,000 円

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手４－７－３ 6,450,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8丁目1-1 6,200,000 円 落札

交野市倉治6丁目地内他

機械除草　Ａ=15,000㎡
人力除草　Ａ=1,200㎡
機械刈込　Ａ=1,200㎡
刈草処分　V=70㎥
交通管理工　1式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年7月1日から令和8年6月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥10,560,000円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 国際セーフティー株式会社

10.契約金額 ¥5,026,560円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社　関西支店
大阪市中央区平野町二丁目3番7号
アーバンエース北浜ビル

- 辞退

三菱電機クレジット株式会社　関西支
店

大阪府大阪市北区梅田一丁目８番１７
号

- 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丁目14番24号 - 辞退

国際セーフティー株式会社 大阪市北区東天満1-5-12 4,569,600 円 落札

フクダ電子近畿販売株式会社 大阪府吹田市江坂町1丁目12番28号 4,704,000 円

セコム株式会社　大阪本部
大阪府大阪市城東区森之宮一丁目６－
１１１

8,128,200 円

交野市内32か所

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
市内コンビニエンスストア２１台
市内京阪電気鉄道駅構内４台
交野市消防分団７台
合計３２台設置

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 アクリルパーテーション購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年6月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年5月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥3,608,000円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社京阪エージェンシー

10.契約金額 ¥1,167,232円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年6月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社京阪エージェンシー
大阪市中央区大手前1丁目7番24号　京
阪天満橋ビル

1,061,120 円 落札

株式会社　加地 交野市倉治5丁目1-38 2,727,000 円

有限会社　インホーム 交野市向井田3-515-1 1,800,000 円

有限会社　コバシ産業 大阪府交野市星田北5-6-12 - 辞退

ヴィレップス合同会社
大阪府松原市天美東二丁目１２９番地
の２２

1,314,243 円

株式会社カンプリ 大阪府高槻市芝生町二丁目52番10号 - 辞退

株式会社ウィンウィンウィン 大阪市北区西天満6丁目2-11-204 1,081,400 円

交野市私部１－１－１他

アクリルパーテーション　２１０枚

入札金額
（消費税を除く）


