
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私市山手地区汚水管改築工事（布設替え）

2. 工事場所 交野市私市山手1丁目、2丁目地内

3. 工　　　期 平成28年8月1日～平成28年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年7月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２４，２５６，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１７，７１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 丸信住宅株式会社交野支店

10.契約金額 ￥１９，１２６，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年8月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 17,710,000 円

株式会社エーティエヌ交野営業所 交野市南星台2-1-3 17,710,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 辞退

有限会社サンコー交野営業所 交野市幾野4-23-21 21,884,000 円

株式会社正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 17,710,000 円

丸信住宅株式会社交野支店 交野市星田北6-11-1 17,710,000 円 落札（くじ）

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 17,710,000 円

交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4-47-7 辞退

橘内建設株式会社交野支店 交野市私部5-22-6 17,710,000 円

山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6-37-6 17,710,000 円

有限会社平林建設交野営業所 交野市倉治5-16-6 17,710,000 円

河本技建工業株式会社交野営業
所

交野市私部3-12-16 17,710,000 円

堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市天野が原町2-4-15 辞退

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 辞退

佐藤土木工業株式会社交野営業
所

交野市郡津2-29-27 17,710,000 円

豊成建設工業株式会社交野営業
所

交野市向井田1-26-9 17,710,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 17,710,000 円

株式会社森長工業　交野支店 交野市倉治5-1-43 17,710,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 17,710,000 円

有限会社川人設備 交野市青山1-17-4 17,710,000 円

株式会社ケイ・プランニング・コー
ポレーション

交野市私市8-16-52 17,710,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 17,710,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 17,710,000 円

安積建設株式会社交野営業所 交野市星田西4-11-4 17,710,000 円

河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2-13-18 辞退

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 17,710,000 円

株式会社西村工業交野営業所 交野市東倉治4-47-9 17,710,000 円

株式会社中央土木交野営業所 交野市星田北1-43-2 17,710,000 円

株式会社パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 17,710,000 円

管渠工（開削）＜管径200mm＞　　　　　　L=243.47m
組立マンホール工（組立1号、方円1号）　 　4箇所
ます設置工　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　45箇所
取付管布設工　　　　　　　　　　　　 　　　　　45箇所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部6丁目地内汚水管布設工事

2. 工事場所 交野市私部6丁目地内

3. 工　　　期 平成28年8月1日～平成28年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年7月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１５，４８７，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１１，３００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 三黄建設株式会社

10.契約金額 ￥１２，２０４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年8月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 11,300,000 円

株式会社エーティエヌ交野営業所 交野市南星台2-1-3 辞退

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 辞退

有限会社サンコー交野営業所 交野市幾野4-23-21 14,250,000 円

株式会社正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 11,300,000 円

丸信住宅株式会社交野支店 交野市星田北6-11-1

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 辞退

交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4-47-7 11,300,000 円

橘内建設株式会社交野支店 交野市私部5-22-6 11,300,000 円

山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6-37-6 11,300,000 円

有限会社平林建設交野営業所 交野市倉治5-16-6 辞退

河本技建工業株式会社交野営業
所

交野市私部3-12-16 辞退

堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市天野が原町2-4-15 辞退

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 辞退

佐藤土木工業株式会社交野営業
所

交野市郡津2-29-27 14,340,000 円

豊成建設工業株式会社交野営業
所

交野市向井田1-26-9 11,300,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 辞退

株式会社森長工業　交野支店 交野市倉治5-1-43 14,000,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 11,300,000 円

有限会社川人設備 交野市青山1-17-4 辞退

株式会社ケイ・プランニング・コー
ポレーション

交野市私市8-16-52 11,300,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 辞退

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 11,300,000 円 落札（くじ）

安積建設株式会社交野営業所 交野市星田西4-11-4 14,000,000 円

河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2-13-18 辞退

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 辞退

株式会社西村工業交野営業所 交野市東倉治4-47-9 11,300,000 円

株式会社中央土木交野営業所 交野市星田北1-43-2 11,300,000 円

株式会社パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 11,300,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 辞退

管渠工（開削）＜管径200mm＞　　　　　　l=97.50m
組立マンホール工（組立1号）　 　           7箇所
取付管布設工　　　　　　　　　　　　 　　　　　8箇所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式

入札金額（消費税を除く）

他案件落札のため資格なし



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 東倉治及び神宮寺地区汚水管布設に伴う測量設計委託

2. 工事場所 東倉治1丁目地内、神宮寺1丁目地内

3. 工　　　期 平成28年8月1日～平成28年10月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年7月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１４，７０９，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 第一建設設計株式会社

9.契約金額 ￥３，８８８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年8月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社寛設計事務所 大阪市北区西天満5-2-18 4,000,000 円

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 3,600,000 円 落札

株式会社森エンジニアリング大阪
支店

大阪市淀川区西中島7-1-29　新大阪
SONEﾋﾞﾙ11F

5,000,000 円

株式会社大阪水道工業会研究所 大阪市北区天神橋3-6-26 10,000,000 円

株式会社井沢設計 八尾市南小阪合町5-8-30 9,800,000 円

株式会社エヌイーエス 大阪市北区浪花町14-25 6,286,000 円

株式会社サンテック 枚方市南中振1-1-28 5,150,000 円

株式会社新日本コンサルタント大
阪支店

大阪市天王寺区堀越町10-12　加藤ビル
3階

5,061,000 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 9,900,000 円

株式会社大建技術コンサルタンツ 大阪市中央区南新町1-3-10 10,550,000 円

株式会社エハラ 東大阪市永和2-13-9 5,250,000 円

晃和調査設計株式会社 大阪市北区中津3-10-4-301 5,900,000 円

写測エンジニアリング株式会社大
阪支店

大阪市天王寺区上本町3-2-15 10,000,000 円

株式会社潮技術コンサルタント大
阪事務所

河内長野市清見台1-11-12 9,135,000 円

株式会社オリンピアコンサルタント
大阪営業所

大阪市東住吉区駒川1-18-19 18,000,000 円

株式会社昭和設計コンサルタント 大阪市北区東天満2-9-4 10,200,000 円

株式会社セリオス 大阪市中央区瓦町2-4-10 8,780,000 円

株式会社新日本コンサルタント大
阪支店

大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 6,740,000 円

株式会社ジェイプス大阪事務所 大阪市中央区安土町1-6-14 6,370,000 円

株式会社エース大阪支社 大阪市中央区船越町1-3-4 9,700,000 円

株式会社シードコンサルタント大
阪支社

大阪市天王寺区上本町6-6-2 7,250,000 円

キタイ設計株式会社大阪支社 高槻市西真上1-27-3 10,550,000 円

下水道業務
　新設・詳細設計（内径1200mm未満）　L=653m
　耐震設計（応答変位法）（レベル1地震動）
測量業務
　4級水準測量　　　　　0.653km
　現地測量　　　　　　　0.0195㎢
　縦断測量　　　　　　　0.653km
　横断測量　　　　　　　0.653km
地質調査
　土質ボーリング等　　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私市山手地区汚水管改築に伴う測量設計委託（布設替え）

2. 工事場所 私市山手1丁目、2丁目地内

3. 工　　　期 平成28年8月1日～平成28年10月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年7月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１２，３３３，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 第一建設設計株式会社

9.契約金額 ￥３，５６４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年8月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社寛設計事務所 大阪市北区西天満5-2-18 3,900,000 円

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 3,300,000 円 落札

株式会社森エンジニアリング大阪
支店

大阪市淀川区西中島7-1-29　新大阪
SONEﾋﾞﾙ11F

4,200,000 円

株式会社大阪水道工業会研究所 大阪市北区天神橋3-6-26 8,500,000 円

株式会社井沢設計 八尾市南小阪合町5-8-30 9,700,000 円

株式会社エヌイーエス 大阪市北区浪花町14-25 5,280,000 円

株式会社サンテック 枚方市南中振1-1-28 4,800,000 円

株式会社新日本コンサルタント大
阪支店

大阪市天王寺区堀越町10-12　加藤ビル3
階

4,947,000 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 4,770,000 円

株式会社大建技術コンサルタンツ 大阪市中央区南新町1-3-10 8,700,000 円

株式会社エハラ 東大阪市永和2-13-9 3,970,000 円

晃和調査設計株式会社 大阪市北区中津3-10-4-301 5,900,000 円

写測エンジニアリング株式会社大
阪支店

大阪市天王寺区上本町3-2-15 10,000,000 円

株式会社潮技術コンサルタント大
阪事務所

河内長野市清見台1-11-12 8,075,000 円

株式会社オリンピアコンサルタント
大阪営業所

大阪市東住吉区駒川1-18-19 14,000,000 円

株式会社昭和設計コンサルタント 大阪市北区東天満2-9-4 8,800,000 円

株式会社セリオス 大阪市中央区瓦町2-4-10 7,480,000 円

株式会社新日本コンサルタント大
阪支店

大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 6,400,000 円

株式会社ジェイプス大阪事務所 大阪市中央区安土町1-6-14 5,960,000 円

株式会社エース大阪支社 大阪市中央区船越町1-3-4 8,350,000 円

株式会社シードコンサルタント大阪
支社

大阪市天王寺区上本町6-6-2 6,220,000 円

キタイ設計株式会社大阪支社 高槻市西真上1-27-3 8,110,000 円

下水道業務
　布設替え設計（内径1200mm未満）　　L=456m
　耐震設計（応答変位法）（レベル１地震動）
測量業務
　4級水準測量　　　0.456km
　現地測量　　　　　0.0031㎢
　縦断測量　　　　　0.456km
　横断測量　　　　　0.456km
地質調査
　土質ボーリング等　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部5丁目地内汚水管改築工事（布設替え）

2. 工事場所 交野市私部5丁目地内

3. 工　　　期 平成28年8月1日～平成28年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年7月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，０２２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，６１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社山崎設備

10.契約金額 ￥３，８９８，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年8月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

有限会社川人設備 交野市青山1-17-4 3,610,000 円

河本技建工業株式会社交野営業
所

交野市私部3-12-16 4,650,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 4,500,000 円

オーレス株式会社 交野市天野が原町4-13-8 4,650,000 円

株式会社ケイ・エス 交野市私部5-19-6 4,650,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 3,610,000 円 落札（くじ）

管きょ工（開削）φ 200mm　　　　　l=47.5m
小型マンホール工（塩ビ製）　　　 2箇所
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ蓋蓋替え工　　　 2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. 工事名称 交野市立あさひ幼児園改修工事

2. 工事場所 交野市星田５－２－１２

3. 工　　　期 平成28年8月1日～平成28年9月25日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年7月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，３９８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，８２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社森英興産

10.契約金額 ￥６，２８５，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年8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

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 6,700,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 9,800,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 6,700,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 5,820,000 円 落札（くじ）

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 5,820,000 円

丸信住宅株式会社交野支店 交野市星田北6-11-1 6,780,000 円

建築工事・・・一式
　　保育室（倉庫床・袖壁撤去、間仕切壁新設等）
　　トイレ（既存天井・床・壁撤去、土間防水、壁新設等）
電気設備工事・・・一式
　　保育室（空調機移設、照明器具、換気扇新設等）
給排水設備工事・・・一式
　　給水設備工事
　　排水設備工事
　　衛生器具工事（幼児用腰掛便器3基、小便器3基等）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立倉治小学校支援学級改修工事

2. 工事場所 交野市倉治1－15－1

3. 工　　　期 平成28年8月2日～平成28年8月24日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年7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 ￥２，４６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 北口建設工業株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥２，６５６，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年8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

北口建設工業株式会社交野営業所 交野市大字星田5316-42 2,460,000 円 落札（くじ）

有限会社古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 辞退

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 2,460,000 円

株式会社垣本 交野市南星台3-7-8 2,460,000 円

株式会社さくら 交野市星田2-25-1 2,972,400 円

・建築工事
　　　解体工事　　　　　一式
　　　左官工事　　　　　一式
　　　内装工事　　　　　一式
・設備工事
　　　電気設備工事　　一式
　　　機械設備工事　　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成28年度交野市防犯灯LED化事業第2期工事

2. 工事場所 市内331箇所

3. 工　　　期 平成28年8月1日～平成28年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年7月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，２２０，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，８９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 小川電機工事株式会社

10.契約金額 ￥５，２８１，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年8月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

有限会社真電 交野市倉治6-13-10 4,890,000 円

株式会社興亜電業社交野営業所 交野市倉治5-6-5 4,890,000 円

有限会社アゴーテック 交野市藤が尾5-11-4 4,890,000 円

小川電機工事株式会社 交野市星田北5-21-5 4,890,000 円 落札（くじ）

有限会社岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 4,890,000 円

株式会社北村商店 交野市私部5-2-38 4,890,000 円

セイヤ電気 交野市妙見坂3-11-14 4,890,000 円

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 4,890,000 円

株式会社水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 4,890,000 円

灯具取替
　LED防犯灯10VA  N=292台
　LED防犯灯20VA  N=39台

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名 新窓口カウンター用備品等購入

2. 場　　　所 交野市役所　本館1階

3. 期間・期限 平成28年9月19日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年7月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，０６２，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社日興商会高槻支店

9.契約金額 ￥１，１８８，０００円（消費税を含む）　　　　　

10.契約日 平成28年8月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社加地 交野市倉治5-1-38 1,423,000 円

有限会社高辻文具 四條畷市塚脇町6-14 辞退

日本住宅設備株式会社 四條畷市岡山東2-4-1 1,281,992 円

株式会社日興商会高槻支店 高槻市日向町6-24 1,100,000 円 落札

株式会社アートセンターハヤカワ 枚方市南楠葉並木2-28-18 辞退

【窓口関係】
ロビーチェア（MC-725同等品）・・・2台
ハイカウンター①（SNC-1290N同等品）・・・10台
ハイカウンター②（SNC-0990N同等品）・・・4台
コーナーカウンター（SNCR-9090同等品）・・・1台
受付用カウンター（SNC-1890U同等品）・・・1台
ローカウンター①（SNC-1270同等品）・・・2台
ローカウンター②（SNC-1670同等品）・・・4台
ローカウンター用棚板①（ONCTP-12同等品）・・・2枚
ローカウンター用棚板②（ONCTP-16同等品）・・・4枚
椅子ローバック肘なし（SEN510F同等品）・・・5台
【相談コーナー関係】
テーブル（CR1290K同等品）・・・2台
スタッキングチェア（SFIDA同等品）・・・8脚
パーテーション（LP2-1809同等品）・・・13枚
連結ポール（LP2-18PO同等品）・・・3本
安定脚 両面用（LP2-WL同等品）・・・3台
スチールファイル保管庫（DF-1760同等品）・・・4台

＊搬入、施工、運搬等一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市役所庁舎敷地内樹木剪定等業務委託

2. 工事場所 交野市私部１－１－１（市役所本館・別館敷地内）

3. 工　　　期 平成28年8月1日～平成28年9月16日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年7月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，３５０，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 河本興業株式会社交野営業所

9.契約金額 ￥１，２９６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年8月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

石田造園土木株式会社交
野支店

交野市寺2-18-17 1,650,000 円 1,350,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 1,500,000 円 1,350,000 円

株式会社交野興業交野支
店

交野市星田7-2076-1 1,560,000 円 1,380,000 円

株式会社前田造園交野支
店

交野市私部5-2-33 1,600,000 円 1,300,000 円

河本興業株式会社交野営
業所

交野市私部西2-13-18 1,400,000 円 1,200,000 円 落札

剪定業務一式
　　剪定対象高木・・・25本
　　剪定枝運搬・・・13㎥
刈込み業務一式
　　刈込み面積（寄植え）・・・485㎡
除草業務（処分含む）一式
　　道路除草面積・・・700㎡
　　集草・積込運搬・・・700㎡
清掃業務一式
　　排水工清掃・・・120m

第一回入札額（消費税を除く） 第二回入札額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名 草刈機（ハンマーナイフモア）購入
2. 場　　　所 交野市指定場所
3. 期間・期限 平成28年8月31日まで
4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年7月27日
6. 入札方法 指名競争入札
7. 予定価格 ￥９９９，０００円（消費税を含む）
8.契約の相手方 株式会社小西商会
9.契約金額 ￥８９１，０００円（消費税を含む）　　　　　
10.契約日 平成28年8月1日
11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社オーヨド 大阪市北区大淀中3-8-2 欠席

関西交安工業株式会社 枚方市中宮大池3-25-8 1,180,000 円

株式会社小西商会 寝屋川市三井が丘4-10-69-1 825,000 円 落札

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 900,000 円

株式会社レンタルのニッケン枚方
営業所

枚方市中宮大池4-3-1 1,014,000 円

型式：ハンマーナイフモア
種類：ガソリンエンジン
総排気量：0.296L
駆動方式：ギヤ方式・ダブルテンション方式
刈巾：80cm
刈高：2.0～9.0cm
ナイフ：72枚

入札金額（消費税を除く）


