
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手4丁目地内汚水管改築工事（管更生）

2. 場　　　所 交野市私市山手4丁目地内

3. 期　　　間 平成29年2月1日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年1月31日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１８，０９０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１３，１８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社トキト

10.契約金額 ￥１４，２３４，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年2月1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 13,180,000 円

北大阪環境株式会社 寝屋川市美井元町10-25 13,180,000 円

株式会社サンダ 堺市北区金岡町704-1 13,180,000 円

株式会社中井保組 大東市北条3-10-21 13,180,000 円

株式会社トキト 堺市中区土師町4-5-17 13,180,000 円 落札（くじ）

株式会社エムライン 大阪市此花区梅町2-2-25 13,180,000 円

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 13,180,000 円

柾木工業株式会社 大阪市此花区梅町2-2-25 13,180,000 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

13,180,000 円

株式会社橋本設備工業所 吹田市豊津町19-16 13,180,000 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 13,180,000 円

株式会社大阪環境 守口市佐太中町3-1-21 13,180,000 円

株式会社交野興業 交野支店 交野市星田7-2076-1 13,180,000 円

株式会社エコ・テクノ 枚方支店 枚方市北山1-54-55 13,180,000 円

株式会社ケンセイ 大阪市東淀川区東中島1-18-22 13,180,000 円

管清工業株式会社 大阪支店 大阪市城東区成育1-6-26 13,180,000 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 13,180,000 円

管きょ内面被覆工（反転・形成工法）
　既設管径250mm　　　　　　l=161.79m
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）その2

2. 場　　　所 交野市私市山手3丁目地内

3. 期　　　間 平成29年2月1日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年1月31日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１５，０４４，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１０，９４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社サンダ

10.契約金額 ￥１１，８１５，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年2月1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 10,940,000 円

北大阪環境株式会社 寝屋川市美井元町10-25 10,940,000 円

株式会社サンダ 堺市北区金岡町704-1 10,940,000 円 落札（くじ）

株式会社中井保組 大東市北条3-10-21 10,940,000 円

株式会社トキト 堺市中区土師町4-5-17 資格なし（前件落札のため）

株式会社エムライン 大阪市此花区梅町2-2-25 10,940,000 円

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 10,940,000 円

柾木工業株式会社 大阪市此花区梅町2-2-25 10,940,000 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

10,940,000 円

株式会社橋本設備工業所 吹田市豊津町19-16 10,940,000 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 10,940,000 円

株式会社大阪環境 守口市佐太中町3-1-21 10,940,000 円

株式会社交野興業 交野支店 交野市星田7-2076-1 10,940,000 円

株式会社エコ・テクノ 枚方支店 枚方市北山1-54-55 10,940,000 円

株式会社ケンセイ 大阪市東淀川区東中島1-18-22 10,940,000 円

管清工業株式会社 大阪支店 大阪市城東区成育1-6-26 10,940,000 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 10,940,000 円

管きょ内面被覆工（反転・形成工法）
　既設管径250mm　　　　　　l=134.11m
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 交野市立小・中学校 尿検査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年4月1日～平成29年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年1月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２４０，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社協同臨床検査所

9.契約金額

10.契約日 平成29年2月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

一般財団法人大阪府結核
予防会

大阪府大阪市中央区道修町4-
6-5

辞退

株式会社岩崎太子堂
大阪府大阪市天王寺区四天王
寺1-14-24

220 円

株式会社関西環境センター 大阪府堺市中区小阪204-27 250 円

株式会社協同臨床検査所 大阪府門真市岸和田3-30-13 170 円 落札

株式会社静環検査センター
大阪支店

大阪市淀川区西中島3-8-2新大
阪ＫＧビル２Ｆ

辞退

入札金額（消費税を除く単価）

交野市立小・中学校（交野市私部1-54-1 他13箇所）

・春季・秋季の２回実施する（具体的な期間は契約後に協議）
・実施対象者　一次検査　検尿検査：交野市立小・中学校在籍の児童生徒（予
　　　　　　　　　　　　　　　　定人数6,590人）
　　　　　　　　　二次検査　一次検査で蛋白・糖・潜血の検査項目が疑陽性（±）
　　　　　　　　　　　　　　　　以上、及び一次検査未提出者（予定人数70人）

￥１７０円（契約単価）（消費税を含まない）
￥２，４４５，５５２円（予定数量を乗じた額）（消費税を含む）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立青年の家警備業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年4月1日～平成34年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年1月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，９５７，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 アムス・セキュリティサービス株式会社 

9.契約金額 ￥９７２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年2月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

セコム株式会社大阪本部 大阪市城東区森之宮1-6-111 2,040,000 円

日本パナユーズ株式会社 大阪府大阪市港区築港3-5-12 1,560,000 円

近代警備保障株式会社
大阪府大阪市都島区片町2-7-
19

2,370,000 円

綜合警備保障株式会社大
阪東支社

大阪府東大阪市下小阪2-14-16　
天正八戸ノ里ビル6階

3,840,000 円

国際警備保障株式会社
大阪府大阪市北区東天満1-5-
12

2,880,000 円

アムス・セキュリティサービ
ス株式会社

大阪市淀川区野里1-1-7 900,000 円 落札

交野市私部2丁目29番1号、3号、5号

入札金額（消費税を除く）

警備内容：・火災、盗難及び不法行為の拡大防止
　　　　　　　・自動火災報知機との接続による火災等の異常監視及び事故発生
　　　　　　　　時における関係先への通報連絡
　　　　　　　・警備実施事項の報告
　　　　　　　・その他警備に付随する事項について、協議の上取り決めた事項の
　　　　　　　　遂行
実施方法：施設運営時間外及び休館日における機械警備
警備時間：最終退出者がキーボックス操作により警備を開始した時点から、警
　　　　　　　備を解除するまで。基本は次の時間。
　　　　　　　月曜日～土曜日　午後5時30分～翌日午前9時00分
　　　　　　　日曜日及び祝日　午後5時00分～翌日午前9時00分



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 放課後児童会傷害保険・賠償責任保険及び市民災害保険

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年4月1日～平成30年4月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年1月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，４２０，０００円（消費税を含まない）

8.契約の相手方 株式会社ジャパンインシュアランスエージェント大阪支店

9.契約金額 ￥１，０５３，４２０円（消費税を含まない）

10.契約日 平成29年2月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社関西保険センター 寝屋川市香里新町19-5 辞退

ザ・ニュー・インディア・ア
シュアランス・カンパニー・リ
ミテッド大阪支店

大阪市中央区久太郎町1-6-27 
ﾖｼｶﾜﾋﾞﾙ901

1,833,840 円

株式会社ノーダス 大阪市中央区備後町1-4-8 欠席

株式会社ユーライン
大阪市北区梅田1-3-1-1000　
大阪駅前第1ビル10階

12,511,070 円

株式会社ジャパンインシュ
アランスエージェント大阪支
店

大阪市中央区淡路町3-2-8　
トーア紡第二ビル3階

1,053,420 円 落札

ＡＩＵ損害保険株式会社大阪
第四支店

大阪市北区大深町3-1　グランフ
ロント大阪タワーＢ35階

欠席

交野市内

■放課後児童会傷害保険・賠償責任保険
対 象 者 ：児童890人（定員）
　　　　　　　事前入会者（40人程度）を含む
対象施設；１２児童会＋運動場
　　　　　　　合計74,780㎡

■市民災害保険
対 象 者 ：・住民活動参加者（市内在住者に限る）
　　　　　　　・市が主催・共催する行事及び事業等の参加者（市外在住者も含む）
　　　　　　　・住民活動指導者（市外在住者含む）
　　　　　　　※住民数（77,892人・平成28年9月末日現在）を基礎数値として保険
　　　　　　　　　料の算出を行う。保険期間終了後に確定積算は行わない。

補償内容（上記2件で共通）
　　　　　　　（傷害補償）
　　　　　　　・通院治療（日額）　2,000円
　　　　　　　・入院治療（日額）　3,000円
　　　　　　　・死亡・後遺障害　　500万円
　　　　　　　※法令による災害保障の定めがある場合、補償金の一部又は全部
　　　　　　　　　の支払い義務を免れる。
　　　　　　　（賠償責任保険）
　　　　　　　・身体賠償　　　　　　1億円／名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5億円／事故
　　　　　　　・財物賠償　　　　　　500万円／事故

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 ノートパソコン賃貸借

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年3月1日～平成34年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年1月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１３，４４６，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 富士通リース株式会社関西支店

9.契約金額 ￥６，６７１，１６０円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年2月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

リコーリース株式会社関西
支社

大阪市北区堂島浜2-2-28 辞退

富士通リース株式会社関西
支店

大阪府大阪市中央区城見2-2-
53

6,177,000 円 落札

ディー・エフ・エル・リース株
式会社

大阪市中央区伏見町4-1-1 辞退

NTTファイナンス株式会社関
西支店

大阪府大阪市中央区平野町2-
3-7

6,360,000 円

NECネクサソリューションズ
株式会社関西支社

大阪府大阪市中央区城見1-4-
24

7,680,000 円

三菱電機クレジット株式会社
関西支店

大阪府大阪市北区梅田1-8-17 辞退

　　　　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量
A4ノートパソコン本体（OS込）　　　　　 　　　 100
内蔵DVD-ROMドライブ（ユニット追加）　　 　100
メモリー追加（2GB→4GB）　　　　　　　　　　　100
マウス（光学式）　　　　　　　　　　　　　　　　　 100
リカバリーディスク                             　    100

入札金額（消費税を除く）

交野市私部1-1-1



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 オフィスソフト購入

2. 場　　　所 交野市私部１－１－１

3. 期　　　間 平成29年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年1月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，５９６，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社内田洋行大阪支店

9.契約金額 ￥３，０７５，１９２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

日本ユニシス株式会社関西支社
大阪市北区大深町3-1 グランフロント
大阪タワーB

辞退

株式会社内田洋行大阪支店 大阪市中央区和泉町2-2-2 2,847,400 円 落札

西日本電信電話株式会社大阪支
店

大阪市中央区博労町2-5-15 辞退

ＮＥＣフィールディング株式会社
関西第一支社大阪支店

大阪市中央区本町2-1-6 3,219,000 円

富士通ネットワークソリューション
ズ株式会社関西支店

大阪市西区江戸堀1-5-16 欠席

外部団体とのやり取りにおいて必要な、事務処理の作業環境を改善する
ため、Microsoft社のオフィスソフトを購入する。
・Microsoft Office standard 2013　　　　100本
・インストール用ディスクキット　　　　　　　 1本

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 集団回収用 資源回収袋購入

2. 場　　　所 交野市リサイクルセンター（交野市星田北1-7-5）内

3. 期　　　間 平成29年3月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年1月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，１６６，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本住宅設備株式会社

9.契約金額 ￥９８８，７４０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

株式会社たまゆら 枚方市南中振3-5-1 辞退

株式会社毎日新聞大阪センター 大阪市北区梅田3-4-5 欠席

三栄商事株式会社 東大阪市新池島町2-19-16 1,073,500 円

日本住宅設備株式会社 四條畷市岡山東2-4-1 915,500 円 落札

株式会社日興商会高槻支店 高槻市日向町6-24 1,854,000 円

品　名：集団回収用 資源回収袋 ４５L
数　量：１１４，０００枚（１セット１２枚×９，５００セット）
サイズ：外形　巾650mm×深さ800mm×厚さ0.03mm
材質等：低密度ポリエチレン、透明
包　装：１２枚を１セットとし、透明のポリプロピレン製の袋に収め、取り出
し口（ミシン目）を
　　　　　付ける
印　刷：本市が提供するＰＤＦデータの片面青一色刷りするもの
　　　　　※文字のサイズ等詳細は後日打合せ
梱　包：５０セットずつ段ボール箱に収め、箱表面に枚数・品名を表示
納　品：リサイクルセンターへ平成２９年３月２９日（水）に一括納品
その他：・印刷前に担当者がサンプルを確認後、作製する
　　　　　 ・納品後に粗悪品が発見されたときは、正規品と交換

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部1丁目地内汚水管布設工事

2. 場　　　所 交野市私部１丁目地内

3. 期　　　間 平成29年2月1日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年1月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，７６０，８００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 森本水道工業株式会社

10.契約金額 ￥６，４２６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年2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 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 6,260,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 辞退

有限会社古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 6,000,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 5,950,000 円 落札

株式会社パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 欠席

管きょ工（開削）＜管径200mm＞　　　ｌ＝35.22m
組立マンホール工　　　　　　　　　　　　1箇所
小型マンホール工　　　　　　　　　　　　2箇所
ます設置工（塩ビ製）　　　　　　　　 　　2箇所
取付管布設工　　　　　　　　　　　　　　 3箇所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 下水道台帳作成業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年2月1日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年1月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，２１６，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 国際航業株式会社大阪支店

9.契約金額 ￥４，６４４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年2月1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
船場ハートビル）

4,300,000 円 落札

株式会社五星関西支社 大阪市東成区中道3-17-12 4,800,000 円

株式会社アスコ大東 大阪市中央区南本町3-6-14 4,450,000 円

朝日航洋株式会社西日本
空情支社

吹田市垂水町3-35-31 4,320,000 円

株式会社ウエスコ関西支社 大阪市中央区大手通2-2-13 5,000,000 円

株式会社パスコ大阪支店 大阪市浪速区湊町1-2-3 4,600,000 円

管きょ延長　　　　　　 1.528km
地形修成　　　　　　　 0.032㎢（1.067km×0.03km）
地形図移写修正　　　0.003㎢（0.102km×0.03km）
汚水取付管　　　　　　272箇所

交野市内

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 森南13号線道路改良工事

2. 場　　　所 交野市森南1丁目地内

3. 期　　　間 平成29年2月2日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年1月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，９６８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，６００，０００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 ￥３，８８８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年2月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 3,600,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 3,600,000 円 落札（くじ）

交野市水道サービス株式会社 交野市私市2-24-1 3,600,000 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 3,600,000 円

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 3,600,000 円

道路土工　　　　　　一式
舗装工　　　　 　　　Ａ＝227㎡
排水構造物工　　　一式
構造物撤去工　　　一式
区画線工　　　　　　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 天野川緑地フェンス補修工事

2. 場　　　所 交野市藤が尾1丁目地内

3. 期　　　間 平成29年2月2日～平成29年3月17日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年1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.最低制限価格 ￥１，１４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社ケイ・エス

10.契約金額 ￥１，２３１，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年2月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6-37-6 1,140,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 辞退

株式会社山満造園本店 交野市私市5-17-11 1,140,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 1,140,000 円

株式会社ケイ・エス 交野市私部5-19-6 1,140,000 円 落札（くじ）

撤去工　　　　一式
設置工　　　　メッシュフェンスH1200　Ｌ＝86.0ｍ
仮設工　　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成28年度交野市防犯灯LED化事業第4期工事

2. 場　　　所 交野市内493箇所

3. 期　　　間 平成29年2月1日～平成29年3月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年1月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，３３７，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，５６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社北村商店

10.契約金額 ￥７，０８４，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年2月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

有限会社アゴーテック 交野市神宮寺1-26-17 辞退

株式会社北村商店 交野市私部5-2-38 6,560,000 円 落札（くじ）

株式会社水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 6,560,000 円

有限会社岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 6,560,000 円

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 6,560,000 円

灯具取替
　LED防犯灯10VA　　　N=460台
　LED防犯灯20VA　　　N=33台

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成28年度交野市防犯灯LED化事業第5期工事

2. 場　　　所 交野市内91箇所

3. 期　　　間 平成29年2月1日～平成29年3月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年1月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，２４２，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，９１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社水谷電気工業

10.契約金額 ￥５，３０２，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年2月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

有限会社アゴーテック 交野市神宮寺1-26-17 辞退

株式会社北村商店 交野市私部5-2-38 指名無効※

株式会社水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 4,910,000 円 落札（くじ）

有限会社岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 4,910,000 円

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 4,910,000 円

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。

灯具取替
　LED灯具　　　　　　　N=91台

入札金額（消費税を除く）


