
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立小・中学校老朽化調査業務委託
2. 工事場所 交野市私部1-54-1 他13箇所
3. 工　　　期 平成28年6月2日～平成28年8月31日
4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年5月31日
6. 入札方法 制限付一般競争入札
7. 予定価格 ￥１０，６２７，２００円（消費税を含む）
8.契約の相手方 株式会社建綜研
9.契約金額 ￥５，７８８，８００円（消費税を含む）
10.契約日 平成28年6月1日
11.参加業者等
指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用

キタイ設計株式会社大阪支社 高槻市西真上1‐27‐3 辞退

株式会社辻井建築設計事務所
大阪市淀川区宮原4-4-2-
517

11,000,000 円

株式会社阿波設計事務所 大阪市浪速区元町2‐2‐12 15,600,000 円

株式会社葵総合計画 大阪市北区芝田1‐14‐8 辞退

株式会社土屋総合設計 泉佐野市湊4‐5‐22 28,500,000 円

株式会社建築環境計画 大阪市中央区北浜東2‐19 辞退

株式会社林設計事務所 大阪市北区天神橋4‐7‐13 6,560,000 円

株式会社新大阪設計事務所
大阪市住吉区長居東4‐2‐6
（メゾン長居）

辞退

株式会社空間デザイン 吹田市垂水町3‐29‐2 10,492,200 円

株式会社小笠原設計 大阪市中央区北浜東2‐19 6,100,000 円

株式会社器設計 大阪市中央区安土町1‐7‐20 辞退

株式会社前田都市設計
大阪市天王寺区清水谷町7-
4クレオドーレ清水谷

15,200,000 円

株式会社かんこう大阪支店 大阪市城東区野江1‐12‐8 13,800,000 円

株式会社建綜研 大阪市北区大淀中1‐8‐5 5,360,000 円 落札

株式会社浦野設計関西支社 大阪市中央区谷町2‐2‐20 14,400,000 円

全市立小中学校の図面調査及び現地調査を行い、建築物等の
基礎データ作成を行うもの。
・基本台帳整備
・基本台帳及び建物関連情報の入力
・建物調査（12条点検等、老朽化調査）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 学校トイレ簡易改修工事設計業務委託

2.事業場所 交野市星田3-33-4 他6箇所

3.期間 平成28年6月2日～平成28年8月29日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年5月31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.契約の相手方 翔夢建築設計事務所

9.契約金額 ￥２，２４６，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

一級建築士事務所　クリエイ
トクモカワ

交野市私部3‐11‐7 2,450,000 円

翔夢建築設計事務所
交野市私部2‐11‐30　プライ
ムコート201

2,080,000 円 落札

一級建築士事務所  藤井設
計事務所

交野市私部6‐35‐4 2,350,000 円

株式会社上坂設計 大阪市北区太融寺町3‐24 5,800,000 円

株式会社三座建築事務所 大阪市西区江戸堀1‐22‐38 10,000,000 円

小学校5校及び中学校2校のトイレについて簡易改修を行う。
（星田小学校、郡津小学校、岩船小学校、妙見坂小学校、倉治
小学校、第二中学校、第三中学校）

学校内の一部の和式トイレの洋式化、一部の扉の外開き化及
び一部老朽化しているパーテーションの改修のための設計。

一回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 交野市立第四中学校屋内運動場防災機能強化対策工事監理業務委託

2.事業場所 交野市天野が原町5-65-1

3.期間 平成28年6月15日～平成28年9月15日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年5月31日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥１，２６３，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社アイ・エフ建築設計研究所

9.契約金額 ￥９７３，２７４円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

株式会社アイ・エフ建築設計
研究所

大阪市中央区船越町1‐3‐4　ﾂ
ﾘｰﾓﾝﾄ5F

901,180 円 落札

株式会社大和建築事務所 大阪市中央区谷町7‐1‐39‐303 5,980,000 円

株式会社真鍋建築設計事務
所

大阪市西区阿波座1‐11‐8 2,300,000 円

株式会社小河建築設計事務
所

大阪市中央区博労町1‐7‐16
CST大阪ﾋﾞﾙ

5,900,000 円

株式会社葵総合計画 大阪市北区芝田1‐14‐8 6,800,000 円

屋内運動場の防災機能強化対策工事を行うに当たり、監理業務を委
託するもの。

工事監理業務　　　　　　　　1式

一回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 交野市立倉治小学校校舎防災機能強化対策工事監理業務委託

2.事業場所 交野市倉治1-15-1

3.期間 平成28年6月15日～平成28年9月15日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年5月31日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥１，５８７，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社アイ・エフ建築設計研究所

9.契約金額 ￥９２３，５５１円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

株式会社アイ・エフ建築設計
研究所

大阪市中央区船越町1‐3‐4
ﾂﾘｰﾓﾝﾄ5F

855,140 円 落札

株式会社建築環境計画 大阪市中央区北浜東2‐19 1,859,000 円

株式会社藤田建築設計事務
所大阪事務所

大阪市淀川区東三国1‐27‐1 辞退

株式会社双星設計 大阪市北区豊崎2‐7‐5 3,300,000 円

株式会社建綜研 大阪市北区大淀中1‐8‐5 2,700,000 円

管理棟校舎の防災機能強化対策工事を行うに当たり、監理業
務を委託するもの。

工事監理業務　　　　　　　　1式

一回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立小・中学校簡易専用水道定期検査業務委託

2. 工事場所 交野市私部1-54-1 他5箇所

3. 工　　　期 平成28年6月2日～平成28年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年5月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７１４，０９６円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社交野興業　交野支店

9.契約金額 ￥６１５，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7‐2076‐1 570,000 円 落札

交野市水道サービス株式会社 交野市私市2‐24‐1 699,000 円

株式会社エコ・テクノ枚方支店 枚方市北山1‐54‐55 590,000 円

エスク三ツ川株式会社 大東市三箇4‐18‐18 650,000 円

株式会社郡幸工業所 寝屋川市郡元町5‐3 660,000 円

受水槽清掃・点検　　　　　 小学校　4基
　　　　　　　　　　　　　　　  　中学校　1基
高架水槽清掃・点検　　　　小学校　6基
　　　　　　　　　　　　　　　　　中学校　0基
水質検査　　　　　　　　　　　小学校　7検体
　　　　　　　　　　　　　　　　　中学校　1検体
簡易専用水道法定検査　　小学校　5校
　　　　　　　　　　　　　　　　　中学校　1校



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立小・中学校消防設備点検業務委託

2. 工事場所 交野市私部1-54-1 他13箇所

3. 工　　　期 平成28年6月2日～平成28年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年5月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２０７，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 有限会社ダイトー

9.契約金額 ￥２，９４８，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用

有限会社真電 交野市倉治6‐13‐10 2,781,162 円

有限会社ダイトー 寝屋川市御崎西町25-48 2,730,000 円 落札

有限会社アゴーテック 交野市神宮寺1‐26‐17 2,754,000 円

株式会社興亜電業社　交野営業所 交野市倉治5‐6‐5 2,760,000 円

橘電工株式会社 交野市私市6‐17‐15 2,822,000 円

交野市立小・中学校の消防設備の点検業務
　屋内消火栓設備・自動火災報知装備・非常警報設備等消防設
備点検
　点検結果の消防署への報告

消防設備　機器点検及び総合点検　　　　　　一式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小学校10校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中学校4校



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名 グランドピアノ一式、音響反射板備品購入

2. 場　　　所 交野市天野が原町5-5-1

3. 期間・期限 平成28年9月15日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年5月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，３２６，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 大東楽器株式会社寝屋川支社

9.契約金額 ￥２，７００，０００円（消費税を含む）　　　　　

10.契約日 平成28年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用

有限会社エバラ楽器 大阪市城東区関目1‐17‐2 2,632,200 円

大東楽器株式会社寝屋川支社 寝屋川市八坂町16‐4 2,500,000 円 落札

伸光楽器 交野市天野が原町2‐61‐15 辞退

株式会社河合楽器製作所大阪公教
販店

大阪市中央区備後町3‐3‐9 2,900,000 円

株式会社天理楽器 京都府京田辺市山手南2‐2‐3 辞退

[グランドピアノ一式]
ヤマハ　G5-E（廃版）の同等品であること。
奥行：200cm程度

[音響反射板（移動式）]
スズキRHB-200と同様若しくは同等品であること。
枚数：10枚



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 第24回参議院議員通常選挙投開票所物品搬入搬出等業務委託

2. 工事場所 20箇所（投票所）、開票所、市役所及び指定した場所

3. 工　　　期 平成28年6月1日～平成28年7月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年5月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，５３３，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本通運株式会社大阪東支店

9.契約金額 ￥８４６，７２０円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用

日本通運株式会社大阪東支店
大阪府守口市八雲中町2‐10
‐3

784,000 円 落札

セイノースーパーエクスプレス株式会
社大阪引越センター

門真市四宮2-11-50 欠席

佐川急便株式会社関西支店 大阪市此花区島屋4-4-51 865,000 円

株式会社ホープ枚方営業所
大阪府枚方市長尾元町7‐20
‐20

2,200,000 円

安西工業株式会社大阪支店
大阪府大阪市平野区喜連西
5‐2‐7　オーシャンビュー喜
連西603号

1,870,000 円

20箇所（投票所）、開票所、市役所及び指定した場所について
・投開票所物品の搬入準備
・投票所物品の搬入
・投票所物品の回収
・開票所物品の搬入
・開票所の設営
・開票所徴収



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 第24回参議院議員通常選挙期日前投票事務人材派遣

2. 工事場所 市役所本館1階ホール

3. 工　　　期 選挙公示日翌日～投票前日（16日間）

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年5月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，００８，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 テルウェル西日本株式会社

9.契約金額
8時間以内 1,600円／時
8時間以上 2,000円／時

10.契約日 平成28年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用

 合計　\1,833,800円

株式会社パソナ 大阪市中央区淡路町4‐2‐15 欠席

株式会社KOSMO
大阪市中央区西心斎橋2-2-
3　EDGE心斎橋ﾋﾞﾙ６階

欠席

ヒューマンタッチ株式会社 東京都新宿区西新宿7-5-25 辞退

株式会社ジャパンクリエイト 大阪市淀川区東三国4‐3‐1 辞退

テンプスタッフ株式会社西日本サー
ビス部

大阪市北区大深町3‐1ｸﾞﾗﾝﾌ
ﾛﾝﾄ大阪ﾀﾜｰ17F

辞退

ヒューマンリソシア株式会社 東京都新宿区西新宿7‐5‐25 辞退

株式会社ヒューマンプラス 東京都豊島区東池袋2‐60‐3 欠席

参議院議員通常選挙の期日前投票所事務を行うにあたり派遣
労働者を活用するもの。
１．案内、受付（パソコン操作）、場内整理、投票用紙交付等の
投票事務
２．期間：公示日の翌日～投票日前日までの16日前
３．就業時間　午前８時３０分～午後８時[実働10時間15分：休憩
1時間15分]
４．就業場所　交野市役所本館１階ホール（交野市私部1-1-1）
５．現場責任者　選挙管理委員会事務局局長
６．指揮命令者　選挙管理委員会事務局次長
７．派遣労働者の数　平日6人、土曜日8人
　　（但し、欠員が発生した場合に、すぐに代替の派遣労働者を
配置できる体制を確保すること）

テルウェル西日本株式会社
大阪府大阪市中央区森之宮
中央1‐7‐12

8時間以内 1,600円／時
8時間以上 2,000円／時 落札



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 森南13号線道路改良測量設計業務

2.事業場所 交野市森南1丁目地内

3.期間 平成28年6月2日～平成28年8月31日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年5月31日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥３，６９３，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 浜エンジニアリング株式会社大阪支店

9.契約金額 ￥１，８６８，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年6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株式会社
大阪支店

交野市東倉治3‐10‐8 1,730,000 円 落札

株式会社日照技術コンサル
タント大阪支店

枚方市牧野坂1‐22‐1 2,000,000 円

晃和調査設計株式会社 大阪市北区中津3‐10‐4‐301 2,700,000 円

株式会社ＣＰＣ 大阪市西区阿波座2‐1‐1 5,500,000 円

株式会社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

5,000,000 円

株式会社アスコ大東 大阪市中央区南本町3-6-14 1,940,000 円

4級基準点測量　　　3点
路線測量　　　　 0.12km
地形測量　　　0.0018㎢
計画準備　　　　　　  1式
現地踏査　　　　　　　1式
道路改良詳細設計　1式
報告書作成　　　　 　1式

一回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市型鋳鉄製マンホールふたの購入

2. 事業場所 交野市指定場所

3. 期　　　間 平成28年6月1日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年5月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格

8.契約の相手方 日之出水道機器株式会社大阪営業所

9.契約金額

10.契約日 平成28年6月1日

11.参加業者等

指　名　業　者　名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用

矢作興業株式会社 東大阪市楠根2‐3‐12
T-25型　￥48,600円／1セット
T-14型　￥46,800円／1セット

北勢工業株式会社 東大阪市金物町2‐14
T-25型　￥50,000円／1セット
T-14型　￥48,000円／1セット

株式会社荒木製作所 東大阪市森河内東1‐21‐19
T-25型　￥48,500円／1セット
T-14型　￥46,500円／1セット

日之出水道機器株式会社大阪営業
所

大阪市北区中之島3‐3‐3　中
之島三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

T-25型　￥48,000円／1セット
T-14型　￥46,000円／1セット

落札
落札

日本鋳工株式会社
三重県桑名市大字東金井字
掛樋606‐1

T-25型　￥50,000円／1セット
T-14型　￥48,000円／1セット

1．汚水蓋：φ 600　受枠及び蓋　T-25 （購入予定数　60ｾｯﾄ）
　　付属品：調整部材（従来のAJフレームホルダ・ボルト
250mm緊結セット同等品）
　　転落防止蓋（従来の転落防止ネット同等品）
2．汚水蓋：φ 600　受枠及び蓋　T-14 （購入予定数　20ｾｯﾄ）
　　付属品：調整部材（従来のAJフレームホルダ・ボルト
250mm緊結セット同等品）
　　転落防止蓋（従来の転落防止ネット同等品）

Ｔ－２５型　￥７０，２００円／１セット（消費税を含む）
Ｔ－１４型　￥６３，６１２円／１セット（消費税を含む）

Ｔ－２５型　￥４８，０００円／１セット（消費税を含まない）
Ｔ－１４型　￥４６，０００円／１セット（消費税を含まない）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 藤が尾5丁目地内汚水管布設に伴う測量設計委託

2.事業場所 藤が尾5丁目地内

3.期間 平成28年6月6日～平成28年8月29日

4.概要　　　  

5.入札日 平成28年5月31日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥７，８１９，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社関西エンジニヤリング大阪営業所

9.契約金額 ￥３，２３４，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 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

3,650,000 円

株式会社淀川アクテス
大阪市東淀川区豊新3‐25‐
18

5,770,000 円

株式会社ワイテック 大阪市中央区玉造2‐16‐8 3,900,000 円

株式会社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 2,995,000 円 落札

株式会社サンテック 枚方市南中振1‐1‐28 3,460,000 円

株式会社不二設計コンサル
タント

柏原市安堂町1‐29　大清ビ
ル

6,400,000 円

下水道業務
　布設替え工法　改築・詳細設計（167m）　　1業務
　管路施設耐震設計（167m）　　　　　　　　　 1業務
　報告書作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1業務
　設計協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1業務
測量業務
　4級水準測量　　　　　　　　　　　　　　　  　0.167km
　現地測量（1/250）0.005㎢　　　　　　　　　　 1業務
　縦断測量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.167km
　横断測量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.167km

一回目入札金額
（消費税を除く）


