
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部春日線（無名橋）他３橋橋梁補修工事

2. 工事場所 交野市私部6丁目地内他

3. 工　　　期 平成27年12月2日～平成28年2月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年11月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１６，０７０，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１１，９８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱パシオン交野営業所

10.契約金額 ￥１２，９３８，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年12月1日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
水谷工業㈱ 交野市星田北6-2-14 14,800,000 円
㈱上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 11,980,000 円
山本工業㈱交野支店 交野市星田北6-37-6 辞退
森本水道工業㈱ 交野市倉治2-1-12 辞退
㈱平田設備工産 交野市星田4-33-3 13,817,000 円
北口工業㈱ 交野市星田5-7-4 11,980,000 円
㈱雨田組 交野市星田北6-2-12 13,700,000 円
河本技建工業㈱交野営業所 交野市私部3-12-16 11,980,000 円
三黄建設㈱ 交野市星田西3-16-3 辞退
岩熊土木工業㈱交野支店 交野市東倉治1-24-6 辞退
㈱エーティーエヌ交野営業所 交野市南星台2-1-3 11,980,000 円
㈱パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 11,980,000 円 落札（くじ）

私部春日線（無名橋）補修工事
　ひび割れ補修工　Ｌ＝４０．８ｍ
　断面修復工　Ｖ＝０．５㎥
　表面保護工　Ａ＝７３．７㎡
　橋面防水工　Ａ＝８１．９㎡
森南神宮寺線（無名橋）補修工事
　ひび割れ補修工　Ｌ＝１．１ｍ
　断面修復工　Ｖ＝０．４㎥
　表面保護工　Ａ＝２３．６㎡
　橋梁塗装工　Ａ＝３４．９㎡
　伸縮装置補修工　Ｌ＝１０．２ｍ
　橋面防水工　Ａ＝１９．９㎡
星田私市線（無名橋）補修工事
　ひび割れ補修工　Ｌ＝０．７ｍ
　断面修復工　Ｖ＝０．４㎥
　表面保護工　Ａ＝５６．５㎡
　伸縮装置補修工　Ｌ＝４５．３ｍ
　橋面防水工　Ａ＝６３．３㎡
私部２号線（無名橋）補修工事
　表面保護工　Ａ＝２．４㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 星田山手18号線他舗装補修工事

2. 工事場所 交野市星田山手4丁目地内他

3. 工　　　期 平成27年12月2日～平成28年2月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年11月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１３，９２１，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１０，３４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 山本工業㈱交野支店

10.契約金額 ￥１１，１６７，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年12月1日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
水谷工業㈱ 交野市星田北6-2-14 10,340,000 円
豊成建設工業㈱交野営業所 交野市向井田1-26-9 10,340,000 円
佐藤土木工業㈱交野営業所 交野市郡津2-29-27 10,340,000 円
㈱上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 10,340,000 円
山本工業㈱交野支店 交野市星田北6-37-6 10,340,000 円 落札（くじ）
森本水道工業㈱ 交野市倉治2-1-12 10,340,000 円
㈱平田設備工産 交野市星田4-33-3 10,340,000 円
北口工業㈱ 交野市星田5-7-4 10,340,000 円
㈱雨田組 交野市星田北6-2-12 10,340,000 円
河本技建工業㈱交野営業所 交野市私部3-12-16 10,340,000 円
三黄建設㈱ 交野市星田西3-16-3 10,340,000 円
㈱正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 10,340,000 円
岩熊土木工業㈱交野支店 交野市東倉治1-24-6 10,340,000 円
㈱エーティーエヌ交野営業所 交野市南星台2-1-3 10,340,000 円
㈱パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 参加資格なし※

撤去工　一式
道路付属施設設置工　一式
舗装工　Ａ＝１，３０２㎡
区画線工　一式
付帯工　一式
Ｌ＝２３８ｍ
Ａ＝１，３０２㎡

※参加資格要件のうち、今年度の落札回数制限に該当したため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 磐船駅北１号公園他２箇所施設更新工事

2. 工事場所 交野市森北１丁目地内他

3. 工　　　期 平成27年12月2日～平成28年3月25日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年11月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１３，５８６，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１０，１７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱ニシオカ

10.契約金額 ￥１０，９８３，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年12月1日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱ニシオカ 大阪市住吉区南住吉3-17-5 10,170,000 円 落札（くじ）
創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 10,170,000 円
㈱冨士濃商会 大阪市阿倍野区桃ヶ池町2-6-8 12,500,000 円
㈱タイキ 大阪市天王寺区寺田町1-1-2 10,170,000 円
㈱昭和造園土木 大阪市淀川区宮原2-12-14-513 10,170,000 円
㈱運動施設 大阪市鶴見区横堤4-24-8 失格 委任状不備
㈱理研グリーン大阪支店 吹田市古江台4-2-Ｄ3-305 10,170,000 円
京阪園芸㈱ 枚方市伊加賀寿町1-5 10,170,000 円
白川園芸㈱ 大阪市天王寺区寺田町1-1-2　ＴＣﾋﾞﾙ 10,170,000 円

土工　一式
撤去工　一式
設置工（遊具設置工）　一式
付帯工（除草工）　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市地域子育て支援センタートイレ改修他工事

2. 工事場所 交野市私部2-29-5

3. 工　　　期 平成27年12月2日～平成28年1月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年11月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，４１９，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，９００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱上田建築工務店

10.契約金額 ￥２，０５２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年12月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱西工務店 交野市私部5-23-15 1,900,000 円
水谷工業㈱ 交野市星田北6-2-14 1,900,000 円
㈱吉信工務店 交野市郡津1-55-14 1,900,000 円
㈱上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 1,900,000 円 落札（くじ）
㈲森英興産 交野市南星台2-1-2 1,900,000 円

解体撤去工事　一式
トイレ改修工事（左官・建具・電気設備・内装工事）　一式
衛生器具工事
　洋風便器（タンク共）　１セット
　パブリック用便座（女性用）　１台
　手すり（固定）　１台
　手すり（可動）　１台
　洗面器　１台
　等
自動火災報知設備機器工事　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成27年度交野市防犯灯LED化事業第5期工事

2. 工事場所 交野市内164箇所

3. 工　　　期 平成28年1月4日～平成28年3月11日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年11月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２９４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，５７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱北村商店

10.契約金額 ￥２，７７５，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年12月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 2,570,000 円
橘電工㈱ 交野市私市6-17-15 2,570,000 円
㈱北村商店 交野市私部5-2-38 2,570,000 円 落札（くじ）
㈱みまさか電気工業 交野市私部6-35-5 2,570,000 円
㈲岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 2,570,000 円
セイヤ電気 交野市妙見坂3-11-14 2,570,000 円

１０ＶＡ器具　１４６箇所
２０ＶＡ器具　１８箇所



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 茄子作第4処理分区基本設計業務委託

2.事業場所 交野市星田北1丁目地内

3.期間 平成27年12月1日～平成28年3月28日

4.概要

5.入札日 平成27年11月27日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥９，１２６，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 オリジナル設計㈱大阪事務所

9.契約金額 ￥４，７４１，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年12月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

第一建設設計㈱
大阪市北区長柄西1-3-19第
一天六ビル

7,480,000 円

㈱関西エンジニヤリング大阪営
業所

大阪市西淀川区姫里1-20-3 6,295,000 円

㈱エハラ 東大阪市永和2-13-9 8,600,000 円

㈱アスコ
大阪府大阪市中央区南本町
3-6-14

5,070,000 円

オリジナル設計㈱大阪事務所 大阪市中央区瓦町2-2-7 4,390,000 円 落札
日本水工設計㈱大阪支社 大阪市中央区南船場2-9-8 5,780,000 円

下水道業務
　管路施設基本設計（汚水）　９ha
測量業務
　現地測量（１／２５０）　０．０４６８㎢
地質調査
　土質ボーリング（φ ８６ｍｍ）等　一式

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 重要な路線下の下水道管路施設の点検及び調査業務委託

2.事業場所 交野市内

3.期間 平成27年12月1日～平成28年1月29日

4.概要

5.入札日 平成27年11月27日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥２，７４３，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 管清工業㈱大阪支店

9.契約金額 ￥２，５９２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年12月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

㈱交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 2,430,000 円
管清工業㈱大阪支店 大阪市城東区成育1-6-26 2,400,000 円 落札
北大阪環境㈱ 寝屋川市美井元町10-25 2,470,000 円
武田興業㈱ 枚方市東船橋1-1 2,480,000 円
㈱エコ・テクノ枚方支店 枚方市北山1-54-55 2,450,000 円

管口ＴＶカメラ調査工及び報告書作成工　１４６箇所
マンホール蓋点検工及び報告書作成工　９９箇所
目視点検工及び報告書作成工　９９箇所

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 藪の下水路測量業務委託

2.事業場所 交野市郡津5丁目地内

3.期間 平成27年12月2日～平成27年12月18日

4.概要

5.入札日 平成27年11月27日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥１，４９０，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 平和測量設計㈱

9.契約金額 ￥９５０，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年12月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

浜エンジニアリング㈱大阪支店 交野市東倉治3-10-8 1,050,000 円

㈱家永技建 交野市幾野6-11-1 1,000,000 円
㈱日照技術コンサルタント大阪
支店

枚方市牧野坂1-22-1 890,000 円

平和測量設計㈱ 枚方市桜丘町28-39-6 880,000 円 落札
FUJI測量㈱ 門真市幸福町1-42 欠席

４級基準点測量　５点
現地測量（１／２５０　０．００２２ｋ㎡）　１業務
路線測量　Ｌ＝０．２２ｋｍ
打合せ等（業務着手時　成果納入時）　２業務

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 星田妙見東線（無名橋）他橋梁補修設計業務委託

2.事業場所 交野市星田9丁目地内他

3.期間 平成27年12月10日～平成28年2月29日

4.概要

5.入札日 平成27年11月27日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥４，１０４，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 大日コンサルタント㈱大阪支社

9.契約金額 ￥３，５６４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年12月9日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

㈱スリーエスコンサルタンツ 大阪市北区中崎西2-4-12 8,000,000 円

㈱日建技術コンサルタント
大阪府大阪市中央区谷町6-
4-3

3,440,000 円

中央コンサルタンツ㈱大阪支店 大阪市中央区今橋4-1-1 5,400,000 円

大日コンサルタント㈱大阪支社 大阪市淀川区西中島5-12-8 3,300,000 円 落札
㈱アーバンパイオニア設計 大阪市北区末広町3-3 3,780,000 円
㈱浪速技研コンサルタント 茨木市下穂積1-2-29 4,200,000 円

計画準備　一式
既存資料収集整理及び現地踏査　一式
現地調査　一式
橋梁補修詳細設計（２橋）　一式
報告書作成　一式
打合せ協議　一式
調査試験　一式

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 準用河川前川浚渫工事

2. 工事場所 交野市寺南野地内

3. 工　　　期 平成27年12月2日～平成28年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年11月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，７７５，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，０３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱ケイ・エス

10.契約金額 ￥２，１９２，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年12月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
三黄建設㈱ 交野市星田西3-16-3 2,570,000 円
㈱ケイ・エス 交野市私部6-21-2 2,030,000 円 落札
㈱山満造園 交野市私市5-17-11 2,500,000 円
栗原産業㈲交野営業所 交野市青山2-2693-1 欠席
㈱パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 2,400,000 円

土工　Ｖ＝１７８㎥
伐採工　一式
仮設工　一式
施工延長　Ｌ＝２０５ｍ
施工面積　Ａ＝７５８㎡


