
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田小川水路改修設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年9月4日～平成31年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，５２０，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社サンテック

9.契約金額 ￥２，１６０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年9月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社セリオス 大阪市中央区瓦町2-4-10 2,800,000 円

近畿技術コンサルタンツ株
式会社

大阪市中央区谷町2-6-4 谷町
ビル

7,000,000 円

株式会社日建技術コンサル
タント

大阪市中央区谷町6-4-3 5,200,000 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 辞退

株式会社ニュージェック 大阪市北区本庄東2-3-20 4,570,000 円

株式会社サンテック 枚方市南中振1-1-28 2,000,000 円 落札

交野市星田北5丁目地内

路線測量　　　　L=0.07km
計画準備　　　　一式
現地踏査　　　　一式
水路詳細設計　　一式
報告書作成　　　一式
延長　　　　　　L=70m
面積　　　　　　A=1400㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 道路除草清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年9月4日～平成30年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，１９７，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社御庭屋 交野支店

9.契約金額 ￥７，１２８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年9月3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 6,750,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 6,780,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 辞退

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 7,700,000 円

株式会社前田造園 交野支
店

交野市私部5-2-33 6,820,000 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 6,700,000 円

石田造園土木株式会社 交
野支店

交野市寺2-18-17 7,500,000 円

株式会社御庭屋 交野支店 交野市私部5-14-3 6,600,000 円 落札

入札金額（消費税を除く）

交野市内全域

機械除草工　　A=23,500㎡
人力除草工　　A=330㎡
刈込剪定工　　A=250㎡
交通管理工　　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 準用河川除草清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年9月4日～平成30年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，７２８，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 石田造園土木株式会社 交野支店

9.契約金額 ￥６，６９６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年9月3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 6,400,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 6,550,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 辞退

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 7,500,000 円

株式会社前田造園 交野支
店

交野市私部5-2-33 6,410,000 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 6,400,000 円

石田造園土木株式会社 交
野支店

交野市寺2-18-17 6,200,000 円 落札

株式会社御庭屋 交野支店 交野市私部5-14-3 指名無効 ※

交野市郡津４丁目地内 他

人力除草（肩掛式）　A=39,300㎡
人力除草（人力）　　 A=8,400㎡
散在塵芥収集　　　  A=47,700㎡

入札金額（消費税を除く）

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 普通河川除草清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年9月4日～平成30年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，６８２，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社前田造園 交野支店

9.契約金額 ￥３，５６４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年9月3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 3,600,000 円 3,400,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 3,650,000 円 3,420,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 辞退 ―

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 3,900,000 円 3,450,000 円

株式会社前田造園 交野支
店

交野市私部5-2-33 3,500,000 円 3,300,000 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 3,800,000 円 3,480,000 円

石田造園土木株式会社 交
野支店

交野市寺2-18-17 指名無効 ※ ―

株式会社御庭屋 交野支店 交野市私部5-14-3 指名無効 ※ ―

交野市倉治７丁目地内 他

人力除草（肩掛式）　A=19,000㎡
人力除草（人力）　　 A=4,700㎡
散在塵芥収集　　　  A=23,600㎡

第一回入札額
（消費税を除く）

第二回入札額
（消費税を除く）

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 急傾斜地除草清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年9月4日～平成30年10月16日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年8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 有限会社パーククリエイト交野支店

9.契約金額 ￥１，２４２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年9月3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 1,300,000 円 1,200,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 1,400,000 円 1,200,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 辞退 ―

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 1,400,000 円 1,240,000 円

株式会社前田造園 交野支
店

交野市私部5-2-33 指名無効 ※ ―

有限会社パーククリエイト交
野支店

交野市郡津1-1-503 1,250,000 円 1,150,000 円 落札

石田造園土木株式会社 交
野支店

交野市寺2-18-17 指名無効 ※ ―

株式会社御庭屋 交野支店 交野市私部5-14-3 指名無効 ※ ―

⑤

交野市私市山手3・4丁目地内、東倉治1丁目地内

人力除草工　　A=3,100㎡

第一回入札額
（消費税を除く）

第二回入札額
（消費税を除く）

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。



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30年9月3日～平成31年1月18日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，５１８，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，９６０，０００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 ￥４，２７６，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年9月3日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社交野興業 交
野支店

交野市星田7-2076-1 3,960,000 円 落札（くじ）

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 3,960,000 円

株式会社橋本設備工業
所

吹田市豊津町19-16 3,960,000 円

株式会社セイワプラント 大阪市住吉区長居4-5-18-104 3,960,000 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 3,960,000 円

株式会社UDI 枚方市牧野本町1-38-13 3,960,000 円

管きょ内面被覆工（反転・形成工法）
　　　　既設管径250㎜　　　　l=44.39m
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
施工延長　　　　　　　　　　L=47.09m

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 清掃軽ダンプ車の購入

2. 場　　　所 交野市私部西3-3-1（交野市環境事業所）

3. 期　　　限 平成31年3月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年8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30年9月3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

三光ホンダ販売株式会社 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 辞退

カミタケ倉治株式会社 交野市倉治6-3-29 1,410,643 円 落札

春日オート株式会社 交野市星田北5-10-19 1,450,754 円

清掃軽ダンプ（特装車）
・一方観音開きリヤゲート深床
・乗車定員：２名
・車体色：白色
・トランスミッション：AT
・燃料：ガソリン

付属品：エアコン／カーラジオ（AM/FM）／フロアマット／サイドバイザー
／モニター付ドライブレコーダー等／サイドバイザー／角スコップ

￥１，５９８，４００円（消費税を含む）

カミタケ倉治株式会社

￥１，５２３，４９４円（消費税を含む）　　　　　

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 有価物（古紙）の売却

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10月1日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９．３３円（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 ￥１３．６０円（消費税を含まない）　　　　　

10.契約日 平成30年9月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

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

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 3.00 円

マツダ株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町17-8 欠席

株式会社西本 枚方市出屋敷西町1-25-15 13.60 円 落札

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３０年度下期見込み量　１７１，０００kg
平成２９年度下期実績量　 　１６９，７６０㎏
平成２８年度下期実績量　 　１８８，６５０㎏
平成２７年度下期実績量 　　２０８，５１０㎏

入札金額（消費税を除く）


