
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立教育施設等手洗い自動水栓化工事

2. 場　　　所 交野市私部１－５４－１他１９箇所

3. 期　　　間 令和3年8月2日から令和4年3月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年7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 ¥28,963,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥23,690,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 橘電工株式会社

10.契約金額 ¥26,059,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年8月2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 23,690,000 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 23,690,000 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 23,690,000 円

株式会社プラス　交野支店 大阪府交野市郡津3-2-6 23,690,000 円

オーレス株式会社 交野市天野が原町4丁目１３番８号 23,690,000 円

橘電工株式会社 大阪府交野市私市6丁目17-15 23,690,000 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 23,690,000 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 23,690,000 円

株式会社　北村商店 大阪府交野市私部5丁目2-38 23,690,000 円

手洗水栓の自動水栓化工事

小学校　全10校
中学校　全4校
青年の家・武道施設・星の里いわふね
いきいきランド交野
認定こども園（あさひ・くらやま）

合計　785個

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 交野市私部西２丁目地内

3. 期　　　間 令和3年8月3日から令和3年12月15日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年7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 ¥18,480,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥13,040,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 山本工業株式会社　交野支店

10.契約金額 ¥14,344,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年8月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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 13,040,000 円

有限会社　和紀総合 大阪府交野市郡津１丁目５５番１３号 13,040,000 円

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 13,040,000 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 13,040,000 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 13,040,000 円
落札候補者
第一位（くじ）

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 13,040,000 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 13,040,000 円

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４－１７－６ 13,040,000 円

株式会社　姫技建 大阪府交野市向井田1丁目51番6号 13,040,000 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 13,040,000 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 13,040,000 円

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 13,040,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西３－１６－３ 13,040,000 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 13,040,000 円

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 13,040,000 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 13,040,000 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 13,040,000 円

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6丁目2番12号 13,040,000 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 13,040,000 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 13,040,000 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 13,040,000 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 13,040,000 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 13,040,000 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 13,040,000 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 13,040,000 円

施工延長　L=193.7m 　施工面積　A=1,650m2

撤去工・・・・・・・・・・・・・1式
舗装工・・・・・・・・・・A=1,650m2
区画線工・・・・・・・・・・・・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 倉治山手線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市東倉治３丁目地内

3. 期　　　間 令和3年8月3日から令和3年12月15日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年7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 ¥14,828,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥10,370,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社中央土木　交野営業所

10.契約金額 ¥11,407,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年8月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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 10,370,000 円

有限会社　和紀総合 大阪府交野市郡津１丁目５５番１３号 10,370,000 円

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 10,370,000 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 10,370,000 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 10,370,000 円

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 10,370,000 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 10,370,000 円

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４－１７－６ 10,370,000 円

株式会社　姫技建 大阪府交野市向井田1丁目51番6号 10,370,000 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 10,370,000 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 10,370,000 円

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 10,370,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西３－１６－３ 10,370,000 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 10,370,000 円

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 10,370,000 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 10,370,000 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 10,370,000 円

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6丁目2番12号 10,370,000 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 10,370,000 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 10,370,000 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 10,370,000 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 10,370,000 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 10,370,000 円
落札候補者
第一位（くじ）

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 10,370,000 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 10,370,000 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 10,370,000 円

施工延長　L=314m　　施工面積　A=2,119m2

土工・・・・・・・・・・・・・・1式
撤去工・・・・・・・・・・・・・1式
舗装工・・・・・・・・・・A=2,119m2
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 私部５丁目地内汚水管布設工事

2. 場　　　所 交野市私部５丁目地内

3. 期　　　間 令和3年8月2日から令和3年11月12日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年7月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥4,620,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥3,200,000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 ¥3,520,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年8月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

山本工業株式会社　交野支店 大阪府交野市星田北6-37-6 - 辞退

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 3,200,000 円

株式会社ケイ・プランニング・コーポレーショ
ン

大阪府交野市私市８丁目１６番５２
号

3,200,000 円 落札（くじ）

株式会社　家永技建 大阪府交野市幾野六丁目11番1号 3,200,000 円

有限会社　古谷建設
大阪府交野市藤が尾４丁目４番３
号

- 辞退

施工延長　L=34.4m

管渠工（開削）＜管径200mm＞　L=34.4ｍ
小径マンホール工　　4箇所
ます設置工　　　　　4箇所
取付管布設工　　　　4箇所
付帯工　　　　　　　1式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 準用河川星田妙見川構造物点検調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年8月3日から令和3年12月24日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年7月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥4,301,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社浪速技研コンサルタント

10.契約金額 ¥3,740,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年8月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

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 3,400,000 円 落札

浜エンジニアリング株式会社　大阪支
店

大阪府交野市東倉治三丁目10番8号 3,500,000 円

株式会社サンテック 大阪府枚方市南中振１丁目１番２８号 3,850,000 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

4,200,000 円

基礎地盤コンサルタンツ株式会社関
西支社

大阪府吹田市豊津町12-32 4,800,000 円

交野市藤が尾１丁目地内他

測量業務
　河川測量・作業計画　１式　　河川測量・現地踏査　L=2.15㎞
　河川定期横断測量　　23本　　水準測量　L=2.15㎞
設計業務
　計画準備　１式　　　調査・点検　１式
　打合せ協議(中間１回)　１式　　報告書作成　１式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部4丁目地内道路擁壁詳細設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年8月3日から令和3年12月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年7月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,299,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社エハラ

10.契約金額 ¥2,299,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年8月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

第一建設設計株式会社
大阪市北区長柄西１－３－１９　第一天
六ビル

- 辞退

株式会社　五星　関西支社 大阪市東成区中道３－１７－１２ 3,000,000 円

株式会社　大建技術コンサルタンツ
大阪府大阪市中央区南新町１丁目３番
１０号

- 辞退

株式会社　エハラ 大阪府東大阪市永和2丁目13番9号 2,090,000 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丁目7番7号　ＷＡＫＩ
ＴＡ堺筋本町ビル4階

2,400,000 円

交野市私部４丁目地内

擁壁・補強土現地踏査　1箇所
プレキャストL型擁壁の割り付け一般図全行程　1箇所
土留工詳細設計　　　　1式
打合せ等　　　　　　　1業務

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市無線通信式防犯カメラ賃貸借（令和４年４月分）

2. 場　　　所

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年7月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,804,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 東京センチュリー株式会社　大阪営業部

10.契約金額 ¥1,349,700円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年8月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

東京センチュリー株式会社　大阪営業
部

大阪府大阪市中央区本町3丁目5番7号 1,227,000 円 落札

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ＨＣキャピタル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 1,368,000 円

リコーリース 株式会社　関西支社
大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番28
号

- 辞退

株式会社　近畿システムプラン 寝屋川市梅が丘1-5-21 3,600,000 円

株式会社　関電Ｌ＆Ａ 大阪市西淀川区歌島二丁目４番７号 2,070,000 円

交野市私部３丁目地内他３箇所

設置期間：契約締結日から令和4年3月31日
賃貸借期間：令和4年4月1日から令和9年3月31日

無線通信式防犯カメラ設置（電柱共架）　４台

無線LAN方式による端末機器への映像送信及び記録媒体への記録機能を
有するもの

設置工事費等含むリース契約
賃貸借期間　60か月

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 介護予防の通いの場における高齢者体力測定事業

2. 場　　　所

3. 期　　　間 契約日から令和4年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年7月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,958,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ミズノスポーツサービス株式会社

10.契約金額 ¥99,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年8月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

ミズノスポーツサービス株式会社 大阪市住之江区南港北1-12-35 90,000 円 落札

株式会社コパン
岐阜県多治見市光ケ丘二丁目60番地の
1

- 辞退

株式会社現代けんこう出版 東京都墨田区両国一丁目12番8号 880,000 円

シンコースポーツ大阪株式会社
大阪府大阪市西区江戸堀一丁目2番11
号

180,000 円

株式会社ルネサンススポーツクラブ＆
スパ　ルネサンス豊中

大阪府豊中市岡上の町2-1-8 470,000 円

交野市向井田２－５－１（交野市立総合体育施設）他２箇所

高齢者体力測定事業
・INBODY機器、握力測定、立ち座り測定、５ｍ歩行による体力測定、
　結果返却及びアドバイス
・交野市立総合体育施設、交野市立青年の家、星田会館の３か所
・出務回数計　６回（１か所あたり２回、１回につき２部開催）
・対象人数　１２０名（１部あたりの参加者１０名）
・１部あたり概ね１時間（１回出務あたり約２時間）

入札金額
（消費税を除く）


