
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立第1児童センター改修工事

2. 場　　　所 交野市幾野2-6-1

3. 期　　　間 平成29年5月31日～平成29年9月10日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年5月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３９，８９５，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３２，１３０，０００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 ￥３４，７００，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年5月31日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 32,130,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 32,130,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 32,130,000 円 落札（くじ）

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 32,130,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 32,130,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 32,130,000 円

北口建設工業株式会社 交野営業所 交野市大字星田5316-42 35,690,000 円

丸信住宅株式会社 交野支店 交野市星田北6-11-1 32,130,000 円

安積建設株式会社 交野営業所 交野市星田西4-11-4 32,130,000 円

建築工事　　一式
　　屋上防水工事
　　外壁改修工事
　　内装工事
　　塗装工事
　　外構工事　　　等

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 塵芥車（公用車）の購入

2. 場　　　所 交野市私部西３－３－１（交野市環境事業所）

3. 期　　　間 平成30年3月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格

8.契約の相手方

9.契約金額

10.契約日 平成29年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

大阪日野自動車株式会社 大阪市西淀川区千舟1-4-45
（2トン車）6,400,000円

（3.5トン車）7,550,000円
（3.5トン車）落札

新明和工業株式会社
流体事業部営業本部関西支店

大阪市淀川区宮原3-3-31 上村ニッセ
イビル

（2トン車）6,682,500円
（3.5トン車）　　　　 辞退

大阪マツダ販売株式会社
法人営業部

東大阪市荒本1-2-5
（2トン車）　　　　 辞退

（3.5トン車）　　　　 辞退

いすゞ自動車近畿株式会社
守口支店

守口市八雲東町1-21-10
（2トン車）6,050,000円

（3.5トン車）　　　　 辞退
（2トン車）落札

株式会社モリタエコノス
関西支店

八尾市神武町1-48
（2トン車）6,438,400円

（3.5トン車）7,608,400円

極東開発工業株式会社
関西支店

西宮市甲子園口6-1-45
（2トン車）6,159,750円

（3.5トン車）7,756,500円

■２トン級プレス式塵芥車
　車種 　ハイキャブ 高床 標準ボディー
　最高出力 　１１０ｋＷ（１５０ＰＳ）以上
　トランスミッション　 ミッション仕様（マニュアル）
　燃料 　軽油
　乗車定員　 ３名
■３．５トン級回転式塵芥車
　車種 　ワイドキャブ 高床 標準ボディー
　最高出力 　１１０ｋＷ（１５０ＰＳ）以上
　トランスミッション　 ミッション仕様（マニュアル）
　燃料 　軽油
　乗車定員　 ３名

（2トン車）  いすゞ自動車近畿株式会社 守口支店
（3.5トン車）大阪日野自動車株式会社

入札金額（消費税を除く）

（2トン車）  ￥６，５３４，０００円（消費税を含む）
（3.5トン車）￥８，１５４，０００円（消費税を含む）

（2トン車）  ￥８，７２６，４００円（消費税を含む）
（3.5トン車）￥１０，２８１，６００円（消費税を含む）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立小・中学校給排水衛生機器定期検査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年6月2日～平成30年3月16日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，３１７，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日化メンテナンス株式会社 大阪営業所

9.契約金額 ￥６９９，８４０円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

日化メンテナンス株式会社
大阪営業所

東大阪市中新開2-5-7 648,000 円 落札

株式会社交野興業 交野支店 交野市星田7-2076-1 1,500,000 円

交野市水道サービス株式会社 交野市私市2-24-1 1,375,000 円

株式会社カンキョウ 大阪市中央区南船場1-11-9 1,800,000 円

エスク三ツ川株式会社 大東市三箇4-18-18 1,550,000 円

入札金額（消費税を除く）

交野市私部1-54-1　他6箇所

・受水槽・高架水槽の点検・保守・清掃業務
・水槽の水張り終了後、給水栓及び水槽の水について、水質検査及び残留塩
素の測定
・揚水ポンプ・汚水ポンプの点検・保守業務



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 市内管理地除草業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年6月2日～平成29年7月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，８９６，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社リンテック

9.契約金額 ￥４，８０６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 5,050,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 4,800,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 4,850,000 円

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 5,150,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 4,920,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 4,450,000 円 落札

交野市倉治６丁目地内他（市内９箇所）

機械除草　 　　A=14.400㎡
人力除草　 　　A=1,980㎡
機械刈込　　　 Ａ＝660㎡
刈草処分費　　Ｖ＝60㎥
交通管理工　　一式

入札金額（消費税を除く）


