
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 旭児童会太陽光パネル設置工事

2. 場　　　所 交野市立旭小学校内、旭児童会（交野市星田4-18-1）

3. 期　　　間 平成28年10月3日～平成28年12月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，９８５，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７，０７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 セイヤ電気

10.契約金額 ￥７，６３５，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年10月3日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社興亜電業社交野営業所 交野市倉治5-6-5 辞退

有限会社アゴーテック 交野市神宮寺1-26-17 7,970,000 円

株式会社北村商店 交野市私部5-2-38 7,070,000 円

株式会社水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 欠席

セイヤ電気 交野市妙見坂3-11-14 7,070,000 円
落札
（くじ）

有限会社岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 7,070,000 円

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 7,070,000 円

有限会社真電 交野市倉治6-13-10 7,521,000 円

電気工事　・・・　一式（一部塗装工事を含む）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立幼児園（３園）受電設備改修工事

2. 場　　　所 交野市私市1-29-1 他2ヶ所

3. 期　　　間 平成28年10月3日～平成28年12月4日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，９９４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，７１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社真電

10.契約金額 ￥５，０８６，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年10月3日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社興亜電業社交野営業所 交野市倉治5-6-5 5,400,000 円

有限会社アゴーテック 交野市神宮寺1-26-17 4,710,000 円

株式会社北村商店 交野市私部5-2-38 4,710,000 円

株式会社水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 4,710,000 円

セイヤ電気 交野市妙見坂3-11-14 指名無効※

有限会社岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 4,710,000 円

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 4,710,000 円

有限会社真電 交野市倉治6-13-10 4,710,000 円
落札
（くじ）

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。

電気設備工事　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 イナビル吸入粉末剤20mgの購入

2. 場　　　所 交野市立休日急病診療所（交野市天野が原町5-5-1）

3. 期　　　間 平成28年10月3日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，１１４円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社メディセオ寝屋川支店

9.契約金額 ￥３，８０９円（消費税を含まない）　　　　　

10.契約日 平成28年10月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社ケーエスケー枚方支店 枚方市伊加賀緑町3-50 辞退

アルフレッサ株式会社交野支店 交野市私部1-7-3 3,830 円

株式会社メディセオ寝屋川支店 枚方市春日西町1-2-1 3,809 円 落札

株式会社アピスファーマシー 茨木市高田町11-1 4,344 円

■業務内容
　インフルエンザ治療薬イナビル吸入粉末剤20mgの調達・搬入
■注意事項
　搬入費用含む
　納入に際しては担当課と調整の上行うこと
　緊急の際には、当日急配に対応すること
■購入見込数
　300箱
　　（参考）平成27年度購入数　300箱
　　　　　　 平成26年度購入数　391箱
　　　　　　 平成25年度購入数　275箱

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 ナラ枯れ等危険木伐採事業

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成28年12月1日～平成29年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，３８４，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社総合緑化

9.契約金額 ￥４，３２０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年10月3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 辞退

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 5,200,000 円 4,190,000 円

株式会社前田造園交野支
店

大阪府交野市私部5-2-33 4,320,000 円 4,120,000 円

株式会社総合緑化 大阪府交野市星田8-9-29 4,200,000 円 4,000,000 円 落札

河本興業株式会社交野営
業所

大阪府交野市私部西2-13-18 4,500,000 円 4,170,000 円

株式会社グリーン京阪本社 交野市星田北8-29-7 4,400,000 円 4,150,000 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 4,600,000 円 4,180,000 円

株式会社山満造園本店 交野市私市5-17-11 4,850,000 円 4,150,000 円

枯木の伐採（90～119cm） 　　 　19本
枯木の伐採（120～149cm）　　　25本
枯木の伐採（150～179cm）　　　10本

源氏の滝・いきものふれあいの里沿路・交野山・環状自然歩道・傍示の里・かいがけの道

第一回入札金額
（消費税を除く）

第二回入札金額
（消費税を除く）

―



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成28年度複合機賃貸借

2. 場　　　所 交野市私部１－１－１

3. 期　　　間 平成28年11月1日～平成33年5月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７．３０円（消費税を含む）

8.契約の相手方 東芝テック株式会社関西支社

9.契約金額  ￥２．１５円／枚 （消費税を含まない）

10.契約日 平成28年10月3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 辞退

東芝テック株式会社関西支社 大阪市淀川区宮原4-1-6　ｱｸﾛｽ新大阪 2.15 円／枚 落札

富士ゼロックス大阪株式会社公共営業
部

大阪市中央区今橋2-5-8 8.50 円／枚

コニカミノルタジャパン株式会社官公庁
事業部近畿官公庁営業部

大阪市西区西本町2-3-10 辞退

リコージャパン株式会社関西事業本部
大阪支社大阪東営業部

枚方市東田宮1-14-16 6.00 円／枚

■契約内容「デジタル複合機の賃貸借」
　保守等について全てを含む状態で、1枚当たりの複写料により単価契約を
行う。
■予定印刷枚数
　３０，０００枚／年
■保守体制
　①月１回以上の定期訪問
　②開庁時に通報した修理等は可能な限り速やかに対応
■契約方法　長期継続契約

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 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. 場　　　所

3. 期　　　間 平成28年10月3日～平成28年12月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，３６９，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社エコ・テクノ枚方支店

9.契約金額 ￥３，２４０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年10月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社トキト 堺市中区土師町4-5-17 3,120,000 円

株式会社大阪環境 守口市佐太中町3-1-21 3,130,000 円

株式会社交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 3,090,000 円

管清工業株式会社大阪支店
大阪府大阪市城東区成育1-6-
26

3,080,000 円

株式会社エコ・テクノ枚方支店 大阪府枚方市北山1-54-55 3,000,000 円 落札

管口ＴＶカメラ調査工及び報告書作成工　     　Ｎ＝205箇所
マンホール蓋点検工及び報告書作成工　　　 　Ｎ＝103箇所
目視点検工及び報告書作成工　　　　　　　　　　Ｎ＝103箇所

入札金額（消費税を除く）

交野市内



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田北6号線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市星田北4丁目地内

3. 期　　　間 平成28年10月4日～平成28年12月12日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，９２９，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，１６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社平田設備工産

10.契約金額 ￥４，４９２，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年10月3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 4,160,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 4,160,000 円

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 4,160,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 4,160,000 円
落札
（くじ）

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 4,160,000 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 4,160,000 円

撤去工　　　Ａ＝575㎡
舗装工　　　Ａ＝575㎡
区画線工　 一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田北線（無名橋）他橋梁補修設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成28年10月4日～平成29年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，６５０，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 扇コンサルタンツ株式会社大阪支店

9.契約金額 ￥２，１２７，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年10月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

国際航業株式会社大阪支
店

大阪市中央区南船場2-3-2（南
船場ﾊｰﾄﾋﾞﾙ）

5,700,000 円

国土工営コンサルタンツ株
式会社

大阪市東淀川区東中島1-6-14 2,484,000 円

株式会社修成建設コンサル
タント

大阪市北区野崎町7-8 梅田パー
クビル8F

4,800,000 円

扇コンサルタンツ株式会社
大阪支店

枚方市田口山3-23-12 1,970,000 円 落札

株式会社アーバンパイオニ
ア設計

大阪市北区末広町3-3 2,690,000 円

株式会社橋梁コンサルタント
関西支社

大阪市淀川区宮原1-2-6 10,500,000 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
調査試験費　                                  　一式

入札金額（消費税を除く）

交野市星田1丁目地内他



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部春日線他舗装補修測量業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成28年10月4日～平成29年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，２３５，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社森エンジニアリング大阪支店

9.契約金額 ￥１，１８８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年10月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社シービー測量設計
事務所

茨木市駅前4-5-6 1,480,000 円

NTCコンサルタンツ株式会
社大阪営業所

大阪府豊中市服部寿町2-1-18 2,500,000 円

株式会社ティーネットジャパ
ン大阪支社

大阪市中央区淡路町1-6-2 2,420,000 円

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

1,100,000 円 落札

株式会社家永技建 交野市幾野6-11-1 1,200,000 円

4級基準点測量　　　20点
現地測量　　　　　　　1業務（0.018㎢）
打合せ協議　　　　 　一式

入札金額（消費税を除く）

交野市私部4丁目地内他


