
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手5丁目地内汚水管改築工事（管更生）

2. 場　　　所 交野市私市山手5丁目地内

3. 期　　　間 平成28年12月28日～平成29年3月24日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年12月22日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１６，１２４，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１１，７４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社ＵＤＩ

10.契約金額 ￥１２，６７９，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社セイワプラント 大阪市住吉区長居4-5-18-104 11,740,000 円

北大阪環境株式会社 寝屋川市美井元町10-25 11,740,000 円

株式会社大阪環境 守口市佐太中町3-1-21 11,740,000 円

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 11,740,000 円

柾木工業株式会社 大阪市此花区梅町2-2-25 11,740,000 円

株式会社末廣興業
大阪市中央区淡路町1-4-10　森井ﾋﾞﾙ
313

11,740,000 円

株式会社サンダ 堺市北区金岡町704-1 11,740,000 円

株式会社アキエンタープライズ 枚方市牧野本町1-1-60 11,740,000 円

株式会社交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 11,740,000 円

環境テクノス株式会社大阪支店 枚方市招提大谷2‐18‐1 11,740,000 円

株式会社ケンセイ 大阪市東淀川区東中島1-18-22 11,740,000 円

株式会社エムライン 大阪市此花区梅町2-2-25 11,740,000 円

株式会社エコ・テクノ 枚方支店 枚方市北山1-54-55 11,740,000 円

株式会社橋本設備工業所 吹田市豊津町19-16 11,740,000 円

一般財団法人　大阪府管更生技術
機構

枚方市牧野本町1-1-59 11,740,000 円

株式会社トキト 堺市中区土師町4-5-17 12,000,000 円

株式会社UDI 枚方市牧野本町1-38-13 11,740,000 円 落札（くじ）

管清工業株式会社大阪支店 大阪市城東区成育1-6-26 11,740,000 円

株式会社中井保組 大東市北条3-10-21 11,740,000 円

管きょ内面被覆工（反転・形成工法）
　既設管径250mm　　　　　　l=142.9m
換気工                  　        一式
管きょ更生水替工　　　　　　一式
既設管内洗浄工　　　　　　　一式
既設管内調査工　　　　　　　一式
既設管内処理工　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手3丁目地内汚水管改築工事（管更生）

2. 場　　　所 交野市私市山手3丁目地内

3. 期　　　間 平成28年12月28日～平成29年3月24日

4. 概　　　要 管きょ内面被覆工（反転・形成工法）
　既設管径250mm　　　　　　l=64.08m
換気工                      　    一式
管きょ更生水替工　　　　　　一式
既設管内洗浄工　　　　　　　一式
既設管内調査工　　　　　　　一式
既設管内処理工　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　　　　一式

5. 入札日 平成28年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，３７６，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，３２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社交野興業交野支店

10.契約金額 ￥５，７４５，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年12月28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

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 5,320,000 円

株式会社橋本設備工業所 吹田市豊津町19-16 5,320,000 円

株式会社交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 5,320,000 円 落札（くじ）

柾木工業株式会社 大阪市此花区梅町2-2-25 5,320,000 円

株式会社エコ・テクノ枚方支店 枚方市北山1-54-55 5,320,000 円

株式会社UDI 枚方市牧野本町1-38-13 5,320,000 円



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 天野が原町2丁目地内他汚水取付管（紙管）取替工事

2. 場　　　所 交野市天野が原町2丁目地内他

3. 期　　　間 平成29年1月4日～平成29年3月3日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，７８０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，７２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社川人設備

10.契約金額 ￥２，９３７，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年12月28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 2,720,000 円 落札（くじ）

豊成建設工業株式会社交野営業
所

交野市向井田1-26-9 3,500,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 欠席

オーレス株式会社 交野市天野が原町4-13-8 2,720,000 円

交野市水道サービス株式会社 交野市私市2-24-1 3,380,000 円

土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一式
管布設工
　取付管布設工 φ150mm　　　　　　　　　　　N=7箇所
　取付管布設工 φ100mm　　　　　 　　 　　　N=11箇所
　取付管布設工 HP用 φ200*150　　　　　　 N=1箇所
　取付管布設工 HP用 φ250*150　　　　　　 N=3箇所
汚水人孔工
　汚水人孔蓋設置工 φ600mm　　　　　　　　N=4箇所
　汚水人孔蓋撤去工 φ600mm　　　　　　　　N=4箇所
　汚水人孔内補修工 φ600mm　　　　　　　　N=4箇所
汚水桝工
　汚水桝設置工 φ350mm　　　　　　　　　　  N=11箇所
　汚水桝内補修工 φ350mm　　　　　　 　　　N=11箇所
付帯工　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　 　一式
区画線工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
舗装工（仮復旧）
　路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ t=15cm　　　　　　 A=22.59㎡
　表層工 再生密粒As t=5cm　　　　　　　　　A=22.59㎡
舗装工（本復旧）
　不陸整正工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ t=2cm　　　　A=111.32㎡
　表層工 再生密粒As t=5cm　　　　　　　　　A=111.32㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成28年度災害対策分散備蓄物品購入

2. 場　　　所 交野市星田3-33-4（交野市立星田小学校）他3箇所

3. 期　　　間 平成29年3月10日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，１６６，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 有限会社コバシ産業

9.契約金額 ￥５，９０９，５４４円（消費税を含む）　　　　　

10.契約日 平成28年12月28日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

キンパイ商事株式会社
大阪市淀川区西宮原2-1-3 SORA新大
阪21・1401室

6,480,000 円

有限会社コバシ産業 交野市星田北5-6-12 5,471,800 円 落札

株式会社たまゆら 枚方市南中振3-5-1 5,800,000 円

株式会社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 5,680,000 円

綜合警備保障株式会社大阪東支
社

東大阪市下小阪2-14-16天正八戸ノ里
ビル6F

8,000,000 円

辰野株式会社 大阪市中央区南本町2-2-9 辞退

煮炊き不要非常食品　　　　　　　　　２，０００食
煮炊き不要非常食品（高齢者用食）　　２００食
災害用保存水　　　　　　　　　　　　　 　　　８５箱
災害用備蓄用毛布　　　　　　　　　　　　 ６８０枚
防災用ブルーシート　　　　　　　　　　　　　８０枚
食器セット　　　　　　　　　　　　　　 ２，０００セット　等

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 高濃度脱臭用活性炭購入

2. 場　　　所 交野市星田北1-7-5（交野市立乙辺浄化センター）

3. 期　　　間 平成29年2月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６４６，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 三雄化工株式会社

9.契約金額 ￥２，５４８，８００円（消費税を含む）　　　　　

10.契約日 平成28年12月28日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

ACST-CS株式会社 大阪市中央区道修町1-2-17 2,657,260 円

曽我株式会社 大阪市中央区道修町1-6-7 2,555,280 円

三雄化工株式会社 大阪市中央区淡路町1-5-10 2,360,000 円 落札

和正産業株式会社 大阪市中央区淡路町2-1-10-305 2,500,000 円

貴和化学薬品株式会社大阪営業
所

大阪市淀川区西中島4-13-24 2,520,000 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

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立妙見坂小学校敷地内通路舗装工事

2. 場　　　所 交野市妙見坂7-20-1地内

3. 期　　　間 平成29年1月4日～平成29年2月6日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28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.最低制限価格 ￥１，８５０，０００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 ￥１，９９８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年12月28日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

岩熊土木工業株式会社交野支店 交野市東倉治1-24-6 2,350,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 1,850,000 円 落札（くじ）

有限会社古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 2,200,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 1,850,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 1,850,000 円

舗装工　　　　　  　　A=424.1㎡
排水構造物工　　 　一式
構造物撤去工　　 　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市橋梁（歩行者用）定期点検業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年1月4日～平成29年2月3日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，２３１，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社オオバ大阪支店

9.契約金額 ￥９５０，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年12月28日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社かんこう大阪支店 大阪市城東区野江1-12-8 1,080,000 円

株式会社オオバ大阪支店
大阪市中央区淡路町1-7-3　日
土地境筋ビル

880,000 円 落札

株式会社日本構造橋梁研
究所　大阪支社

大阪市淀川区西宮原1-4-13 1,940,000 円

復建調査設計株式会社　大
阪支社

大阪市淀川区西宮原1-4-13 1,500,000 円

パシフィックコンサルタンツ
株式会社大阪本社

大阪市北区堂島浜1-2-1 1,240,000 円

業務内容
　計画準備　　　　　　 N=３橋
　定期点検　　　　　　 N=３橋
　報告書作成　　　　　N=３橋
　打合協議　　　　　　 一式
該当橋
　長宝寺小学校西側　２橋
　私市小学校北側　　 １橋

入札金額（消費税を除く）

交野市郡津1-43-1先他



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校窓ガラス清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年1月4日～平成29年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，８２５，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 鳳産業株式会社

9.契約金額 ￥８４２，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年12月28日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社サービスルーター 枚方市田口山1-35-11-105 欠席

株式会社大和 枚方市長尾谷町3-11-1 1,980,000 円

鳳産業株式会社 高槻市八幡町2-43 780,000 円 落札

株式会社大庫ビルサービス 枚方市楠葉美咲3-13-16 1,700,000 円

株式会社エーティーエヌ交
野営業所

交野市南星台2-1-3 2,050,000 円

小学校１０校、中学校４校
２階・３階・４階の教室・廊下・トイレ等すべての窓（外壁に面する）

入札金額（消費税を除く）

交野市私部1-54-1 他13箇所



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 免除川緑道舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市幾野１丁目地内

3. 期　　　間 平成29年1月4日～平成29年2月24日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，１２１，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，２６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 交南設備株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥２，４４０，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年12月28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 2,260,000 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 2,260,000 円

交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4-47-7 2,260,000 円 落札（くじ）

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 2,260,000 円

株式会社ケイ・エス 交野市私部5-19-6 2,260,000 円

撤去工　　　　一式
土工　　　　　 一式
舗装工　　　　A=138.0㎡
付帯工　　　　一式
仮設工　　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 郡津倉治線道路補修設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年1月4日～平成29年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，７５８，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社セリオス

9.契約金額 ￥１，９００，８００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年12月28日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

第一復建株式会社大阪支
社

大阪市淀川区西宮原1-4-13 3,500,000 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 3,980,000 円

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 2,800,000 円

株式会社セリオス 大阪市中央区瓦町2-4-10 1,760,000 円 落札

協和設計株式会社 茨木市丑寅2-1-34 辞退

株式会社新土木開発コンサ
ルタント大阪支店

箕面市桜ヶ丘4-6-12 4,000,000 円

計画準備　　　　　　　　　一式
現地踏査　　　　　　　　　一式
道路改良詳細設計　　　一式
報告書作成　　　　　　　 一式
打合せ協議　　　　　　　 一式

交野市郡津3丁目地内他

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 リニアパーク北公園樹木剪定等業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年1月4日～平成29年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年12月22日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，３１１，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社グリーン京阪本社

9.契約金額 ￥１，９９８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年12月28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 2,184,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 1,990,000 円

株式会社前田造園交野支
店

交野市私部5-2-33 1,980,000 円

河本興業株式会社交野営
業所

交野市私部西2-13-18 2,000,000 円

株式会社グリーン京阪本社 交野市星田北8-29-7 1,850,000 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 1,980,000 円

剪定工　　　N=64本
伐採工　　　N= 3本

入札金額（消費税を除く）

交野市星田西3丁目地内


