
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3年7月2日から令和4年3月16日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年6月23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 ￥７７，４０７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５７，０６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 河本興業株式会社　交野営業所

10.契約金額 ￥６２，７６６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和3年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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 57,060,000 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 57,060,000 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 - 辞退

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 57,060,000 円

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 - 辞退

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 57,060,000 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 57,060,000 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 - 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丁目1番3号 - 辞退

株式会社　姫技建 大阪府交野市向井田1丁目51番6号 - 辞退

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治４－４７－７ 無効 入札書不備

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 57,060,000 円

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 57,060,000 円

有限会社　和紀総合 大阪府交野市郡津１丁目５５番１３号 57,060,000 円

有限会社 川人設備 交野市青山１丁目１７番４号 - 辞退

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 70,370,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 - 辞退

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 57,060,000 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 57,060,000 円
落札候補者
第１位（くじ）

Ｕ型水路築造　L=134.87m

河川土工、地盤改良工、排水構造物工、法覆護岸工、擁壁護岸工、水路
工、付帯道路工、構造物撤去工、仮設工

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 新型コロナウイルス感染症拡大に伴うトイレ等改修工事

2. 場　　　所 交野市天野が原町5-5-1 他

3. 期　　　間 令和3年7月1日から令和3年12月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年6月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥8,338,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥6,820,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 交野市水道サービス株式会社

10.契約金額 ¥7,502,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社 川人設備 交野市青山１丁目１７番４号 6,820,000 円

株式会社 森長工業　交野支店 大阪府交野市倉治5丁目1番43号 6,820,000 円

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 6,820,000 円

オーレス株式会社 交野市天野が原町4丁目１３番８号 6,820,000 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 6,820,000 円 落札（くじ）

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 無効 内訳書不備

世代間交流センター、健康増進センター、児童発達支援セン
ター、シルバー人材センター、ボランティアセンター

手洗い水栓の自動化　計49箇所
和式便器を洋式化　　計12箇所

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立第三中学校南棟音楽室空調機更新工事

2. 場　　　所 交野市星田8丁目67番1号（交野市立第三中学校）

3. 期　　　間 令和3年7月1日から令和3年9月10日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年6月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,442,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥1,830,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社平田設備工産

10.契約金額 ¥2,442,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

共栄設備工業株式会社　交野営業所 交野市東倉治4丁目47番9号 2,220,000 円

株式会社　栄 大阪府交野市幾野１丁目９番１０号 - 欠席

株式会社　北村商店 大阪府交野市私部5丁目2-38 2,220,000 円

橘電工株式会社 大阪府交野市私市6丁目17-15 2,220,000 円

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 2,220,000 円 落札（くじ）

空調機（5馬力）2台の更新
作業に伴う電気・機械・撤去工事
付帯作業

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 令和3年7月21日から令和3年12月17日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年6月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥4,510,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社山口商会

10.契約金額 ¥3,150,180円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社山口商会 大阪市港区南市岡1-4-7 2,863,800 円 落札（くじ）

株式会社リビングメンテサービス北東 大阪府東大阪市水走3丁目9番21号 5,550,000 円

株式会社　創美 大阪府東大阪市森河内東２－１９－９ 2,863,800 円

小川電機工事株式会社 大阪府交野市星田北5-21-5 12,500,000 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 2,886,000 円

交野市星田３－３３－４ 　他5箇所

星田小学校　　　３０台
岩船小学校　　　３５台
藤が尾小学校　　３４台
私市小学校　　  ３１台
第三中学校　　  ５０台
第四中学校　　　４２台　　　合計２２２台

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 会議室音響機器購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年6月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,453,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社会議録研究所

10.契約金額 ¥1,595,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

小川電機工事株式会社 大阪府交野市星田北5-21-5 2,500,000 円

橘電工株式会社 大阪府交野市私市６丁目17-15 2,000,000 円

株式会社　会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６番 1,450,000 円 落札

有限会社　岡田電器産業 大阪府交野市妙見坂6丁目11番5号 2,471,000 円

株式会社　みまさか電気工業 大阪府交野市倉治２丁目８番１２号 2,500,000 円

交野市私部１－１－１

会議用マイクシステム　一式
　コントロールユニット
　マイクロホン、ディスカッションユニット　８台
　レシーバー
　ハンドマイク　２台
　ミキサー
　その他付属品、設置・調整等

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市橋梁定期点検業務委託

2. 場　　　所 交野市内全域　135橋

3. 期　　　間 令和3年7月2日から令和4年3月10日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年6月23日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３５，３９８，０００円（消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　－

9. 契約の相手方 株式会社阪神コンサルタンツ大阪支店

10.契約金額 ￥２１，７５８，０００円（消費税を含む）　

11.契約日 令和3年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社インテコ 大阪営業所 大阪市北区天満２－１－２７ - 辞退

株式会社　浪速技研コンサルタント
大阪府茨木市下穂積１丁目２番２９
号

36,000,000 円

株式会社間瀬コンサルタント大阪支店 吹田市江坂町１－１２－１０ - 辞退

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

33,750,000 円

株式会社阪神コンサルタンツ大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1丁目6番
19号

19,780,000 円 落札

株式会社アーバンパイオニア設計 大阪府大阪市北区末広町3番3号 23,900,000 円

計画準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式
定期点検(横断歩道橋135橋）・・・・・・・・・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 旧交野市立第1認定こども園解体工事設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年7月2日から令和3年10月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年6月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥4,433,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞ株式会社

10.契約金額 ¥3,437,500円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　遠藤剛生建築設計事務所 大阪市北区紅梅町３番４号 - 辞退

株式会社あい設計　大阪支社
大阪府大阪市北区西天満5丁目1番9号
大和地所南森町ビル２Ｆ

辞退

株式会社建設技術研究所　大阪事務
所

大阪市中央区道修町1-6-7 - 辞退

株式会社創建社ディーアンドアール設
計

大阪府大阪市中央区平野町三丁目1番
10号

4,000,000 円

八千代エンジニヤリング株式会社大
阪支店

大阪市中央区城見１丁目４番７０号 - 辞退

ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞ株式
会社

大阪市中央区内本町二丁目4番7号　大
阪U2ビル8階

3,125,000 円 落札

交野市私市１丁目２９－１

解体設計業務　一式
（施設概要　RC造地上2階建　建築面積約907㎡　延べ床面積1337㎡）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 デジタルIP無線機購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年6月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,331,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 コスモ電子通信株式会社

10.契約金額 ¥940,500円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

西菱電機株式会社　大阪支社 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号 - 辞退

株式会社城山　大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原5-8-5 988,800 円

コスモ電子通信株式会社 大阪府松原市天美西4丁目175-4 855,000 円 落札

田中電気株式会社　西日本支店
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
SD堺筋本町ビル7F

1,080,000 円

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　関西支
社

大阪府大阪市中央区城見一丁目４番２
４号

- 辞退

交野市私部１－１－１（交野市危機管理室）

IP無線機10台（簡易無線機としても利用できるもの）、
及び周辺機器　10台

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市地方公会計制度財務書類更新支援業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年7月1日から令和4年3月20日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年6月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,090,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 税理士法人森田会計事務所

10.契約金額 ¥1,984,290円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

横田慎一公認会計士事務所 大阪市鶴見区横堤1丁目12番13-207号 2,599,980 円

税理士法人　森田会計事務所 奈良市油阪町456番地 第2森田ビル4F 1,803,900 円 落札

株式会社　地域科学研究所　京都事
務所

京都市下京区中堂寺粟田町91　京都リ
サーチパーク9号館

- 辞退

株式会社　E.S　CONSULTING
GROUP

東京都港区南青山２丁目１３－１５　南
青山AYビル2階

- 欠席

京都税理士法人
京都府京都市南区吉祥院九条町３０番
地１　江後経営ビル

- 辞退

交野市私部１－１－１（交野市役所）

公会計制度財務書類更新支援業務　一式
　財務書類の作成
　固定資産台帳の更新
　財務書類等公表用資料の作成
　施設・部署別のコスト分析等の支援
　その他仕様書に定める業務

入札金額
（消費税を除く）


