
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 幾野春日線府道交差点北側歩道改良工事

2. 工事場所 交野市倉治9丁目地内

3. 工　　　期 平成28年1月4日～平成28年3月23日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年12月22日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１１，９３４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥８，６８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱正栄土木交野支店

10.契約金額 ￥９，３７４，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年12月25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

㈱上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 8,680,000 円

橘内建設㈱交野支店 交野市私部5-22-6 8,680,000 円

㈲森英興産 交野市南星台2-1-2 8,680,000 円

河本技建工業㈱交野営業所 交野市私部3-12-16 8,680,000 円

森本水道工業㈱ 交野市倉治2-1-12 8,680,000 円

佐藤土木工業㈱交野営業所 交野市郡津2-29-27 11,000,000 円

㈱正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 8,680,000 円 落札（くじ）

㈱平田設備工産 交野市星田4-33-3 10,160,000 円

水谷工業㈱ 交野市星田北6-2-14 8,680,000 円

㈱エーティーエヌ交野営業所 交野市南星台2-1-3 8,680,000 円

㈱雨田組 交野市星田北6-2-12 8,680,000 円

三黄建設㈱ 交野市星田西3-16-3 8,680,000 円

北口工業㈱ 交野市星田5-7-4 8,680,000 円

㈲サンコー交野営業所 交野市幾野4-23-20 8,680,000 円

土工　一式
撤去工　一式
舗装工　Ａ＝７９９㎡
排水構造物工　一式
縁石工　Ｌ＝１１５．２ｍ
区画線工　一式
付帯工　一式
施工延長　Ｌ＝８０ｍ
施工面積　Ａ＝７９９㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 オフィス家具の購入

2. 事業場所 交野市立新学校給食センター（倉治９丁目地内）

3. 納期限 平成28年3月3日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，３７１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱加地

9.契約金額 ￥１，１４６，９６０円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年12月25日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

日本住宅設備㈱ 四條畷市岡山東2-4-1 1,142,999 円

㈱加地 交野市倉治5-1-38 1,062,000 円 落札

㈱日興商会高槻支店 高槻市日向町6-24 1,298,000 円

㈲高辻文具 四條畷市塚脇町6-14 1,559,000 円

㈲ティエムアイ 守口市南寺方南通3-14-17 辞退

㈱SOAソリューションズ 守口市八島町1-12 1,720,000 円

新学校給食センター用備品

書架・軽量棚等　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 交野市立くらやま幼児園カーテン購入

2. 事業場所 交野市幾野3-18-1

3. 納期限 平成28年3月10日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６８９，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本住宅設備㈱

9.契約金額 ￥１，４４１，７９８円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年12月25日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

日本住宅設備㈱ 四條畷市岡山東2-4-1 1,334,999 円 落札

飯田寝装店 交野市星田5-17-16 辞退

㈱日興商会高槻支店 高槻市日向町6-24 辞退

㈱加地 交野市倉治5-1-38 1,888,000 円

㈱スミノエ西日本支社 大阪市西区新町2-4-2 欠席

カーテン取替
　暗幕カーテン　85枚
　日除カーテン　13枚
　起毛カーテン　2枚
ロールスクリーン取付
　ロールスクリーン　3枚
カーテンレール取替
　アルミレール　345.01m
遮熱フィルム貼り　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 脱臭用高濃度活性炭の購入

2. 事業場所 交野市星田北1-7-5（交野市立乙辺浄化センター）

3. 納期限 平成28年3月11日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，５４９，８８０円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ACST-CS㈱

9.契約金額 ￥２，５３８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年12月25日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

和正産業㈱大阪支店 大阪市中央区淡路町2-1-10-305 2,580,000 円

興南産業㈱大阪営業所 大阪市西区南堀江1-12-19 2,520,630 円

貴和化学薬品㈱大阪営業所 大阪市淀川区西中島4-13-24 2,688,900 円

ACST-CS㈱ 大阪市中央区道修町1-2-17 2,350,000 円 落札

水ｉｎｇ㈱大阪支店
大阪市淀川区西中島7-1-5　辰野新大阪ビ
ル

2,730,000 円

脱臭用高濃度活性炭　３．４１４㎥
（０．５６９㎥×６基・カートリッジ式）
　・塩基性ガス用　０．５６９㎥×１基
　・酸性ガス用　０．５６９㎥×２基
　・中性ガス用　０．５６９㎥×３基

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 交野市環境事業所屋上防水改修工事

2. 工事場所 交野市私部西3-3-1

3. 工　　　期 平成27年12月25日～平成28年3月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，４４７，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，０７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱吉信工務店

10.契約金額 ￥６，３３９，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年12月25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

水谷工業㈱ 交野市星田北6-2-14 辞退

㈱上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 辞退

㈱西工務店 交野市私部5-23-15 辞退

㈱吉信工務店 交野市郡津1-55-14 5,870,000 円 落札

北口建設工業㈱交野営業所 交野市大字星田5316-42 辞退

㈲森英興産 交野市南星台2-1-2 5,970,000 円

大屋根防水工事　　　　　　一式
庇部防水改修工事　　　　　一式
サッシ回りシーリング工事　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 倉治児童会太陽光パネル設置工事

2. 工事場所 交野市倉治1-15-1（倉治小学校グラウンド内）

3. 工　　　期 平成27年12月25日～平成28年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，９７９，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７，８５０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱水谷電気工業

10.契約金額 ￥８，４７８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年12月25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

㈱興亜電業社交野営業所 交野市倉治5-6-5 辞退

小川電機工事㈱ 交野市星田北5-21-5 8,500,000 円

㈱みまさか電気工業 交野市私部6-35-5 辞退

㈱水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 7,850,000 円 落札（くじ）

セイヤ電気 交野市妙見坂3-11-14 辞退

㈲岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 9,348,544 円 無効※

橘電工㈱ 交野市私市6-17-15 辞退

㈱真電 交野市倉治6-13-10 7,850,000 円

㈱北村商店 交野市私部5-2-38 7,885,000 円

㈲アゴーテック 交野市神宮寺1-26-17 9,880,000 円 無効※
※公表されている予定価格を上回っているため

太陽光パネル設置工事　一式（２３．４０ｋｗ）
受変電・幹線設備工事　一式
　開閉器　　既存流用・新規設置
　配線方法　ケーブル・電線管配線



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野児童会太陽光パネル設置工事

2. 工事場所 交野市私部1-54-1（交野小学校グラウンド内）

3. 工　　　期 平成27年12月25日～平成28年2月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，７１７，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，２８０，０００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 ￥５，７０２，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年12月25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

㈱興亜電業社交野営業所 交野市倉治5-6-5 辞退

小川電機工事㈱ 交野市星田北5-21-5 5,880,000 円

㈱みまさか電気工業 交野市私部6-35-5 辞退

㈱水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 指名無効※１

セイヤ電気 交野市妙見坂3-11-14 辞退

㈲岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 5,280,000 円

橘電工㈱ 交野市私市6-17-15 辞退

㈱真電 交野市倉治6-13-10 5,280,000 円

㈱北村商店 交野市私部5-2-38 5,280,000 円 落札（くじ）

㈲アゴーテック 交野市神宮寺1-26-17 6,696,000 円 無効※２

※１　取り抜け案件において、他の案件を落札したため。
※２　公表されている予定価格を上回っているため。

太陽光パネル設置工事　一式（２３．４０ｋｗ）
受変電・幹線設備工事　一式
　開閉器　　既存流用・新規設置
　配線方法　ケーブル・電線管配線



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成27年度災害対策分散備蓄物品購入

2. 事業場所 交野市私部1-54-1（交野小学校）他2校

3. 納期限 平成28年3月11日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，１９４，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈲コバシ産業

9.契約金額 ￥５，１８６，５９２円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年12月25日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

㈲コバシ産業 交野市星田北5-6-12 4,945,680 円 4,802,400 円 落札

㈱河本総合防災大阪支店 大阪市中央区南新町1-2-4椿本ビル9F 5,300,000 円 無効※

ミドリ安全㈱高槻支店 高槻市庄所町2-29 辞退

㈱たまゆら 枚方市南中振3-5-1 5,665,300 円 辞退

㈱阪和総合防災堺営業所 堺市中区深井清水町3555　小林ビル103 6,132,780 円 辞退

キンパイ商事㈱
大阪市淀川区西宮原2-1-3 SORA新大阪
21・1401室

6,222,980 円 辞退

※一回目入札での最低金額よりも高い金額での入札を行ったため。

　煮炊き不要非常食品　　　　　　　　　１，８５０食
　煮炊き不要非常食品（高齢者用食）　　１５０食
　災害用保存水　　　　　　　　　　　　　 １，８４８本
　災害用備蓄用毛布　　　　　　　　　　　　 ５６０枚
　防災用ブルーシート　　　　　　　　　　　　　９２枚
　食器セット　　　　　　　　　　　　　　１，８５０セット　等

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 交野市私市山手5丁目地区宅地内誤接調査業務委託

2.事業場所 交野市私市山手5丁目地区

3.期間 平成28年1月4日～平成28年3月31日

4.概要

5.入札日 平成27年12月22日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥１７，２８０円／一戸あたり（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱大阪環境

9.契約金額 ￥１１，３４０円／一戸あたり（消費税を含む）

10.契約日 平成27年12月25日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

㈱エコ・テクノ枚方支店 大阪府枚方市北山1-54-55 11,000 円

㈱大阪環境 守口市佐太中町3-1-21 10,500 円 落札

管清工業㈱大阪支店
大阪府大阪市城東区成育1-
6-2

10,600 円

武田興業㈱ 枚方市東船橋1-1 11,500 円

㈱交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 16,000 円

　調査対象戸数　７８戸
　音響試験工　　 ７８戸
　報告書作成工　７８戸

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 横断歩道橋定期点検業務

2.事業場所 交野市私部西2丁目地内

3.期間 平成27年12月28日～平成28年3月25日

4.概要　　　  

5.入札日 平成27年12月22日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥２，５４８，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱エルクコンサルタント大阪支店

9.契約金額 ￥１，０８０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年12月25日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

㈱セリオス 大阪市中央区瓦町2‐4‐10 1,200,000 円

㈱長大大阪支社 大阪市西区新町2‐20‐6 2,800,000 円

国際航業㈱　大阪支店
大阪市中央区南船場2‐3‐2
（南船場ハートビル）

1,300,000 円

㈱エルクコンサルタント大阪支
店

大阪市中央区南船場1‐3‐17 1,000,000 円 落札

㈱オリエンタルコンサルタンツ関
西支店

大阪市北区中之島3‐2‐18
住友中之島ﾋﾞﾙ

1,800,000 円

㈱井沢設計 八尾市南小阪合町5‐8‐30 1,850,000 円

　計画準備　一式
　関係機関協議及び協議用資料作成　一式
　定期点検（横断歩道橋）　一基
　報告書作成　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 妙見坂14号線舗装補修他工事

2. 工事場所 交野市妙見坂5丁目地内

3. 工　　　期 平成27年12月28日～平成28年3月18日

4. 概　　　要　　　  

5. 入札日 平成27年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，８６６，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，２７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱正栄土木交野支店

10.契約金額 ￥６，７７１，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年12月25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

河本技建工業㈱交野営業所 交野市私部3-12-16 6,270,000 円

㈱正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 6,270,000 円 落札（くじ）

森本水道工業㈱ 交野市倉治2-1-12 6,270,000 円

三黄建設㈱ 交野市星田西3-16-3 6,270,000 円

水谷工業㈱ 交野市星田北6-2-14 6,270,000 円

㈲和紀総合 交野市郡津1-55-13 6,270,000 円

土工　一式
管布設工　一式
付帯工　Ｎ＝一基
舗装工　Ａ＝３３８．８㎡
撤去工　Ａ＝３３８．８㎡
仮設工　一式
施工延長　４８．０ｍ
施工面積　３３８．８㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 星田西3丁目地内深井戸用水中ポンプ取替え工事

2. 工事場所 交野市星田西3丁目地内

3. 工　　　期 平成27年12月28日～平成28年2月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，１２７，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，６７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 吉田機電㈱大阪支店

10.契約金額 ￥１，８０３，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年12月25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

光伸㈱ 大阪市鶴見区鶴見6-9-26 1,670,000 円

㈱中央ポンプ製作所 守口市八雲中町3-13-71 1,670,000 円

吉田機電㈱大阪支店 大阪市東成区東小橋1-15-19 1,670,000 円 落札（くじ）

㈱サンセイ 大阪市北区松が枝町2-41 辞退

永田機電工業㈱ 枚方市田口1-23-12 1,670,000 円

　撤去工　一式
　設置工　一式
　付帯工　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 水路壁復旧工事

2. 工事場所 交野市幾野6丁目地内

3. 工　　　期 平成27年12月28日～平成28年3月25日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，８９４，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，０８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈲古谷建設

10.契約金額 ￥２，２４６，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年12月25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

㈲古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 2,080,000 円 落札

㈱吉信工務店 交野市郡津1-55-14 2,980,000 無効※１

交野市水道サービス㈱ 交野市私市2-24-1 2,995,000 無効※１

豊成建設工業㈱交野営業所 交野市向井田1-26-9 2,680,000

佐藤土木工業㈱交野営業所 交野市郡津2-29-27 2,050,000 円 失格※２

※１　公表されている予定価格を上回っているため

※２　公表されている最低制限価格を下回っているため

土工　一式
撤去工　Ｎ＝３８袋
ブロック積擁壁工　Ｌ＝１６ｍ
小口止め工　Ｎ＝２箇所
仮設工　一式
施工延長　Ｌ＝１６ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 平成28年度集団健（検）診業務委託

2.事業場所

3.期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成27年12月22日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥５０，１６６，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 一般財団法人大阪府結核予防会

9.契約金額 ￥５０，１６３，６２４円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年12月25日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

医療法人厚生会 大阪府貝塚市麻生中907-1 辞退

一般財団法人大阪府結核予防
会

大阪府大阪市中央区道修町
4-6-5

46,447,800 円 落札

社会医療法人愛仁会　愛仁会
総合健康センター

大阪府高槻市幸町4-3 辞退

医療法人　恵生会
大阪府東大阪市鷹殿町20-
29

欠席

医療法人　橘甲会
大阪府大阪市中央区内久宝
寺町3-4-1

欠席

健（検）診種別
　医療保険課分　特定健康診査
　健康増進課分　基本健康診査（ぴちぴち健診）
　　　　　　　　肝炎ウイルス検診
　　　　　　　　胃がん検診
　　　　　　　　胃がんリスク検診
　　　　　　　　大腸がん検診
　　　　　　　　前立腺がん検診
　　　　　　　　乳がん検診
　　　　　　　　子宮頸がん検診
　　　　　　　　肺がん検診
　　　　　　　　結核検診
　　　　　　　　※健（検）診にかかる受付業務等も含む。

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）

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）他


