
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 南星台本線他舗装等補修工事

2. 工事場所 交野市南星台3丁目地内

3. 工　　　期 平成28年9月2日～平成29年1月19日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年8月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３０，９６３，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２２，７９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社西工務店

10.契約金額 ￥２４，６１３，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年9月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

橘内建設株式会社交野支店 交野市私部5-22-6 22,790,000 円

河本技建工業株式会社交野営業
所

交野市私部3-12-16 22,790,000 円

山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6-37-6 22,790,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 22,790,000 円 落札（くじ）

有限会社サンコー交野営業所 交野市幾野4-23-21 22,790,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 22,790,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 22,790,000 円

佐藤土木工業株式会社交野営業
所

交野市郡津2-29-27 22,790,000 円

岩熊土木工業株式会社交野支店 交野市東倉治1-24-6 22,790,000 円

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 22,790,000 円

河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2-13-18 22,790,000 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 22,790,000 円

堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市天野が原2-4-15 22,790,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 22,790,000 円

株式会社西村工業交野営業所 交野市東倉治4-47-9 22,790,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 22,790,000 円

株式会社戸田設備工業所交野支
店

交野市私部西5-15-12 22,790,000 円

株式会社正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 22,790,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 22,790,000 円

株式会社中央土木交野営業所 交野市星田北1-43-2 22,790,000 円

安積建設株式会社交野営業所 交野市星田西4-11-4 22,790,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 22,790,000 円

撤去工・・・一式
舗装工・・・Ａ＝2970㎡
区画線工・・・一式
付帯工・・・一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 準用河川野々田川護岸補修2期工事

2. 工事場所 交野市幾野6丁目地内

3. 工　　　期 平成28年9月2日～平成29年3月17日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年8月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２８，５５５，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２１，１３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 豊成建設工業株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥２２，８２０，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年9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

橘内建設株式会社交野支店 交野市私部5-22-6 21,130,000 円

河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私部3-12-16 26,400,000 円

株式会社森長工業　交野支店 交野市倉治5-1-43 辞退

山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6-37-6 21,130,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 前件落札のため資格なし

有限会社サンコー交野営業所 交野市幾野4-23-21 21,130,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 辞退

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 辞退

豊成建設工業株式会社交野営業所 交野市向井田1-26-9 21,130,000 円
落札
（くじ）

佐藤土木工業株式会社交野営業所 交野市郡津2-29-27 21,130,000 円

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 辞退

河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2-13-18 21,130,000 円

有限会社平林建設交野営業所 交野市倉治5-16-6 辞退

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

堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市天野が原2-4-15 辞退

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 25,000,000 円

株式会社西村工業交野営業所 交野市東倉治4-47-9 21,130,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 辞退

株式会社戸田設備工業所交野支店 交野市私部西5-15-12 21,130,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 辞退

株式会社中央土木交野営業所 交野市星田北1-43-2 21,130,000 円

株式会社パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 21,130,000 円

安積建設株式会社交野営業所 交野市星田西4-11-4 辞退

土工・・・一式
撤去工・・・一式
護岸工・・・Ａ＝144㎡
付帯工・・・一式
舗装工・・・Ａ＝206㎡
仮設工・・・一式



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実施設計委託（管更生）

2. 工事場所 私市山手3丁目、4丁目、5丁目地内

3. 工　　　期 平成28年9月1日～平成28年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年8月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１６，２３２，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社アスコ大東

9.契約金額 ￥４，７２５，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年9月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

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 7,000,000 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 6,190,000 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 4,950,000 円

株式会社サンテック 枚方市南中振1-1-28 7,800,000 円

株式会社エハラ 東大阪市永和2-13-9 12,434,000 円

株式会社寛設計事務所 大阪市北区西天満5-2-18 4,700,000 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 19,000,000 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 5,300,000 円

株式会社エヌイーエス 大阪市北区浪花町14-25 9,700,000 円

株式会社アスコ大東 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 4,375,000 円 落札

株式会社エース大阪支社 大阪市中央区船越町1-3-4 6,600,000 円

株式会社ワイテック 大阪市中央区玉造2-16-8 7,000,000 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 17,000,000 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 6,000,000 円

株式会社日産技術コンサルタント 大阪市中央区大手前1-2-15 15,000,000 円

キタイ設計株式会社大阪支社 高槻市西真上1-27-3 17,980,000 円

晃和調査設計株式会社 大阪市北区中津3-10-4-301 8,900,000 円

株式会社井沢設計 八尾市南小阪合町5-8-30 7,470,000 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 6,100,000 円

下水道業務
　　管更生工法改築・詳細設計全工程・・・1業務
　　（内径800mm未満）管路延長1629.86m

　　管路施設耐震設計（管更生工法）（レベル１地震動）・・・1業務
　　円形管（800mm未満）1,600～1,800m未満

　　管渠詳細設計　報告書作成・・・1業務

　　管渠詳細設計　設計協議・・・1業務

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 有価物（古紙）の売却

2. 事業場所 交野市私部西3-3-1（環境事業所）

3. 納期限 平成28年10月1日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９円３３銭／ｋｇ（消費税を含まない）

8.契約の相手方 株式会社西本

9.契約金額 ￥１２円５０銭／ｋｇ（消費税を含まない）

10.契約日 平成28年9月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 住所 適　　用

都市クリエイト株式会社 大阪府高槻市紺屋町3-1-326 8.00 円/kg

株式会社西本 大阪府枚方市出屋敷西町1-25-15 12.50 円/kg 落札

株式会社サンエー 大阪府寝屋川市宇谷町11-1 欠席

マツダ株式会社 神戸市東灘区住吉浜町17-8 12.20 円/kg

株式会社スリーエフコーポレーショ
ン

寝屋川市太秦桜が丘34-15 辞退

有価物（古紙）を売却する。
古紙：新聞紙、雑誌、ダンボール、茶色系紙、筒状厚紙、伝票シー
ル、折込チラシ類、シュレッダー処理後の紙、コピー用紙、厚紙、
その他紙類、ポリ袋、ビニール紐、禁忌品・金具等不純物混合混
載状態

平成２８年度下期見込み量　２１０，４７２kg
平成２７年度下期実績量　 　２０８，５１０㎏
平成２６年度下期実績量　 　１８７，４２７㎏
平成２５年度下期実績量 　　１８８，１８０㎏

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 乙辺浄化センター臭気測定業務

2. 工事場所 交野市星田北1-7-5　乙辺浄化センター内

3. 工　　　期 平成28年9月1日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８７４，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 エヌエス環境株式会社西日本支社

9.契約金額 ￥７２９，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年9月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

エヌエス環境株式会社西日
本支社

吹田市垂水町2-36-27 675,000 円 落札

株式会社島津テクノリサー
チ環境事業部

京都市中京区西ノ京下合町1 辞退

日本検査株式会社理化学
試験センター

東大阪市吉田本町3-7-10 700,000 円

帝人エコ・サイエンス株式会
社関西事業所

茨木市南目垣1-4-1 1,317,000 円

中外テクノス株式会社関西
支社

大阪市北区中崎西4-3-27 辞退

下記測定業務を年2回行う。

●敷地境界線における特定悪臭物質の測定・分析
　臭気測定項目：法定22物質
　（アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化
メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、
ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレル
アルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メ
チルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン
酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸）
●排出口における特定悪臭物質の測定・分析
　臭気測定項目：法定13物質
　（アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、
ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレル
アルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メ
チルイソブチルケトン、トルエン、キシレン）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 星田妙見東線（無名橋）他橋梁補修工事

2. 工事場所 交野市星田9丁目地内

3. 工　　　期 平成28年9月1日～平成29年2月8日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，６９４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，１６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社西工務店

10.契約金額 ￥６，６５２，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年9月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 6,160,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 6,160,000 円

有限会社古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 7,500,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 6,160,000 円 落札（くじ）

佐藤土木工業株式会社交野営業
所

交野市郡津2-29-27 7,900,000 円

株式会社ケイ・エス 交野市私部5-19-6 辞退

星田妙見東線（無名橋）0271
　断面修復工　　　　Ｖ＝0.13㎥
　ひび割れ補修工　Ｌ＝17.7m
　橋面防水工　　　　Ａ＝40㎡
　表面保護工　　　　Ａ＝90.7㎡

星田28号線(無名橋）5281
　断面修復工　　　　Ｖ＝0.04㎥
　ひび割れ補修工　Ｌ＝1.5m
　表面保護工　　　　Ａ＝10.6㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 道路除草清掃業務委託

2. 工事場所 交野市内全域

3. 工　　　期 平成28年9月2日～平成28年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，９７６，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 創景舎らくだ屋造園

9.契約金額 ￥６，４８０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年9月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手4-7-3 6,000,000 円 落札

石田造園土木株式会社交
野支店

交野市寺2-18-17 6,374,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 6,100,000 円

株式会社交野興業交野支
店

交野市星田7-2076-1 6,800,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 6,468,000 円

株式会社前田造園交野支
店

交野市私部5-2-33 6,120,000 円

株式会社総合緑化 大阪府交野市星田8-9-29 6,050,000 円

河本興業株式会社交野営
業所

交野市私部西2-13-18 欠席

交野市水道サービス株式会
社

交野市私市2-24-1 6,450,000 円

株式会社山満造園本店 交野市私市5-17-11 6,200,000 円

有限会社パーククリエイト交
野支店

交野市郡津1-1-503 6,800,000 円

株式会社グリーン京阪本社 交野市星田北8-29-7 6,140,000 円

機械除草　　Ａ＝23,100㎡
人力除草　　Ａ＝300㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 準用河川除草清掃業務委託

2. 工事場所 交野市郡津4丁目地内他

3. 工　　　期 平成28年9月2日～平成28年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，４８０，０００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 ￥６，１０２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年9月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手4-7-3 指名無効※

石田造園土木株式会社交
野支店

交野市寺2-18-17 5,817,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 5,750,000 円

株式会社交野興業交野支
店

交野市星田7-2076-1 5,650,000 円 落札

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 5,980,000 円

株式会社前田造園交野支
店

交野市私部5-2-33 5,820,000 円

株式会社総合緑化 大阪府交野市星田8-9-29 5,730,000 円

河本興業株式会社交野営
業所

交野市私部西2-13-18 欠席

交野市水道サービス株式会
社

交野市私市2-24-1 5,850,000 円

株式会社山満造園本店 交野市私市5-17-11 6,200,000 円

有限会社パーククリエイト交
野支店

交野市星田北8-29-7 6,000,000 円

株式会社グリーン京阪本社 交野市星田北8-29-7 5,800,000 円

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。

機械除草　　　　　Ａ＝36,100㎡
人力除草　　　　　Ａ＝7,700㎡
散在塵芥収集　　Ａ＝43,800㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 普通河川除草清掃業務委託

2. 工事場所 交野市倉治7丁目地内他

3. 工　　　期 平成28年9月2日～平成28年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，５１０，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 交野市水道サービス株式会社

9.契約金額 ￥３，２９４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年9月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手4-7-3 指名無効※

石田造園土木株式会社交
野支店

交野市寺2-18-17 3,159,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 3,120,000 円

株式会社交野興業交野支
店

交野市星田7-2076-1 指名無効※

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 3,250,000 円

株式会社前田造園交野支
店

交野市私部5-2-33 3,290,000 円

株式会社総合緑化 大阪府交野市星田8-9-29 3,200,000 円

河本興業株式会社交野営
業所

交野市私部西2-13-18 欠席

交野市水道サービス株式会
社

交野市私市2-24-1 3,050,000 円 落札

株式会社山満造園本店 交野市私市5-17-11 3,400,000 円

有限会社パーククリエイト交
野支店

交野市郡津1-1-503 3,800,000 円

株式会社グリーン京阪本社 交野市星田北8-29-7 3,150,000 円

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。

機械除草　　　　　Ａ＝18,500㎡
人力除草　　　　　Ａ＝4,000㎡
散在塵芥収集　　Ａ＝22,500㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 免除川緑道他除草業務委託

2. 工事場所 交野市倉治1丁目地内他

3. 工　　　期 平成28年9月2日～平成28年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，９７０，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 交野造園

9.契約金額 ￥１，９６５，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年9月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手4-7-3 指名無効※

石田造園土木株式会社交
野支店

交野市寺2-18-17 2,781,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 1,820,000 円 落札

株式会社交野興業交野支
店

交野市星田7-2076-1 指名無効※

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 2,835,000 円

株式会社前田造園交野支
店

交野市私部5-2-33 2,920,000 円

株式会社総合緑化 大阪府交野市星田8-9-29 2,800,000 円

河本興業株式会社交野営
業所

交野市私部西2-13-18 欠席

交野市水道サービス株式会
社

交野市私市2-24-1 指名無効※

株式会社山満造園本店 交野市私市5-17-11 2,750,000 円

有限会社パーククリエイト交
野支店

交野市郡津1-1-503 3,150,000 円

株式会社グリーン京阪本社 交野市星田北8-29-7 2,800,000 円

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。

機械除草　　　　　Ａ＝16,388㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 急傾斜地除草清掃業務委託

2. 工事場所 交野市私市山手3・4丁目・東倉治1丁目地内

3. 工　　　期 平成28年9月2日～平成28年10月11日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，３０６，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社山満造園本店

9.契約金額 ￥１，２４２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年9月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手4-7-3 指名無効※

石田造園土木株式会社交
野支店

交野市寺2-18-17 1,189,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 指名無効※

株式会社交野興業交野支
店

交野市星田7-2076-1 指名無効※

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 1,208,000 円

株式会社前田造園交野支
店

交野市私部5-2-33 1,420,000 円

株式会社総合緑化 大阪府交野市星田8-9-29 1,250,000 円

河本興業株式会社交野営
業所

交野市私部西2-13-18 欠席

交野市水道サービス株式会
社

交野市私市2-24-1 指名無効※

株式会社山満造園本店 交野市私市5-17-11 1,150,000 円 落札

有限会社パーククリエイト交
野支店

交野市郡津1-1-503 1,160,000 円

株式会社グリーン京阪本社 交野市星田北8-29-7 1,250,000 円

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。

法枠除草工（人力）　　Ａ＝3,128.6㎡
　　私市山手　法枠面積　2,540㎡
　　東倉治　　 法枠面積　588.6㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名 公用車（パワーゲート）の購入

2. 場　　　所 交野市私部１－１－１（交野市役所別館西側駐車場）

3. 期間・期限 平成28年12月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，９４４，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 カミタケ倉治株式会社

9.契約金額 ￥１，７４５，７４１円（消費税を含む）　　　　　

10.契約日 平成28年9月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

交野自動車整備工場 交野市倉治3-27-8 辞退

カミタケ倉治株式会社 交野市倉治6-3-29 1,616,427 円 落札

春日オート株式会社 交野市星田北5-10-19 辞退

三光ホンダ販売株式会社
HondaCars交野営業所

交野市倉治3-24-13 辞退

イワフネ自動車株式会社 交野市私市7-11-4 1,665,500 円

トヨタカローラ大阪株式会社交野店 交野市星田北1-26-5 1,643,645 円

入札金額（消費税を除く）

パワーゲート付自家用小型貨物車・・・1台
　　総排気量：1,500cc以下　ガソリン車
　　ミッション他：4速オートマチック・2ドア・2WD
　　乗車定員：2名以上
　　最大積載量：0.75t以上


