
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 オキシダント自動測定機購入

2. 場　　　所 交野市役所別館（交野市私部1-1-1）

3. 期　　　間 平成31年3月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，７８６，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 安井器械株式会社

10.契約金額 ￥９０４，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社デイケイケイサービス関西 門真市宮前町1-6 860,000 円

安井器械株式会社 大阪市都島区中野町2-2-13 837,500 円 落札

環境計測株式会社 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84 890,000 円

荏原実業株式会社大阪支社
大阪市中央区平野町3-2-13平野町中央ビ
ル

辞退

株式会社兵庫分析センター 兵庫県姫路市広畑区正門通4-10-8 辞退

オキシダント自動測定機（オゾン測定分析装置本体）　　　1台
ゼロガス精製装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　1台
記録計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1台
ケース(上記全てを収納できるもの）　　　　　　　　　　　　　1台

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立倉治小学校屋内運動場防災機能強化対策工事設計業務委託

2. 場　　　所 交野市倉治1-15-1

3. 期　　　間 平成30年12月4日から平成31年3月22日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６０２，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　　―

9.契約の相手方 一級建築士事務所クリエイトクモカワ

10.契約金額 ￥２，４８４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

翔夢建築設計事務所
交野市私部2-11-30　プライムコート
201

2,550,000 円 2,400,000 円

一級建築士事務所クリエイトクモカワ 交野市私部3-11-7 2,500,000 円 2,300,000 円 落札

一級建築士事務所藤井設計事務所 交野市私部6-35-4 2,800,000 円 2,450,000 円

株式会社浦野設計関西支社 大阪市中央区谷町2-2-20 4,950,000 円 辞退

株式会社林設計事務所 大阪市北区天神橋4-7-13 2,760,000 円 辞退

・内壁及び外壁、建具（アルミサッシ障子）の改修設計
・照明器具の改修設計
・落下の危険性のある設備等の改修設計
・屋上防水改修設計
ほか

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 交野市立妙見坂小学校屋内運動場防災機能強化対策工事設計業務委託

2. 場　　　所 交野市妙見坂7-20-1

3. 期　　　間 平成30年12月4日から平成31年3月22日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６０２，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　―

9.契約の相手方 株式会社建綜研

10.契約金額 ￥２，０３０，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

翔夢建築設計事務所
交野市私部2-11-30　プライムコート
201

2,600,000 円

一級建築士事務所クリエイトクモカワ 交野市私部3-11-7 2,600,000 円

一級建築士事務所藤井設計事務所 交野市私部6-35-4 2,500,000 円

株式会社石本建築事務所 大阪オ
フィス

大阪市中央区南本町2-6-12 ｻﾝﾏﾘｵﾝ
NBFﾀﾜｰ

辞退

株式会社建綜研 大阪市北区大淀中１-8-5 1,880,000 円 落札

・内壁及び外壁、建具（アルミサッシ障子）の改修設計
・照明器具の改修設計
・落下の危険性のある設備等の改修設計
・屋上防水改修設計
ほか

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 乙辺浄化センター内

3. 期　　　間 平成31年3月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，１８８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 三栄商事株式会社

10.契約金額 ￥１，１７６，１２０円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

大都保全興業株式会社 大阪市北区大淀中3-16-12Ｆ＆Ｇビル 辞退

株式会社ホープ 枚方営業所 枚方市長尾元町7-20-20 1,848,000 円

日本住宅設備株式会社 四條畷市岡山東2-4-1 1,097,690 円

三栄商事株式会社 東大阪市新池島町2-19-16 1,089,000 円 落札

近畿ビルサービス株式会社大阪営業
所

大阪市中央区島町1-1-3近畿ビル7階 辞退

品　名：集団回収用 資源回収袋 ４５L
数　量：１３２，０００枚（１セット１２枚入×１１，０００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
袋への表示：印刷は、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：１２枚１セットを５０セットずつ段ボール箱に収め、箱表面に枚数・品名
及び注意書を表示
納　品：乙辺浄化センターへ平成３１年３月２９日（金）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時は、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 住民基本台帳ネットワークシステム構築・賃貸借・保守

2. 場　　　所 交野市私部1-1-1

3. 期　　　間 契約期間：平成30年12月3日～平成36年3月31日（賃貸借期間：平成31年4月1日～平成36年3月31日）

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１９，７６４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 富士通リース株式会社 関西支店

10.契約金額 ￥９，５４５，５８０円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

東京センチュリー株式会社 大阪営業
部

大阪市中央区本町3-5-7 辞退

ＮＴＴファイナンス株式会社 関西支店
大阪市中央区平野町2-3-7　アーバン
エース北浜

辞退

株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 9,634,500 円

日通商事株式会社大阪支店 大阪市北区梅田3-2-103 辞退

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会
社

大阪市中央区城見1-4-24 9,378,000 円

三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ株
式会社

東京都港区芝浦1-2-3 辞退

富士通リース株式会社 関西支店 大阪市中央区城見2-2-53 8,838,500 円 落札

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

・システム構築・搬入・現調作業　一式
・サーバ及びラック周辺部品　一式
・統合端末　６台　ほか
・機器保守　６０か月
・ＳＥ保守　６０か月

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 準用河川前川及びがらと川浚渫工事

2. 場　　　所 交野市私部南2丁目地内他

3. 期　　　間 平成30年12月4日から平成31年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年11月28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.最低制限価格 ￥２，５５０，０００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 ￥２，７５４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社川人設備 交野市青山1-17-4 2,550,000 円 落札

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 辞退

オーレス株式会社 交野市天野が原町4-13-8 2,810,000 円

有限会社古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 辞退

山本工業株式会社 交野支店 交野市星田北6-37-6 辞退

土工　　V=190㎥
仮設工　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田山手地区汚水取付管取替工事

2. 場　　　所 交野市星田山手1丁目地内

3. 期　　　間 平成30年12月3日から平成31年2月20日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，０１１，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，５７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 交野市水道サービス株式会社

10.契約金額 ￥３，８５５，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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 3,570,000 円

オーレス株式会社 交野市天野が原町4-13-8 3,570,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 4,640,000 円

有限会社古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 辞退

交野市水道サービス株式会社 交野市私市2-24-1 3,570,000 円 落札（くじ）

株式会社中正交野支店 交野市私部西3-11-16 3,570,000 円

・管路土工　　１式
・取付管布設工（φ150 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）　　２４箇所
・ます設置工（φ200 小口径塩ビ桝）　　　　　２４箇所
・開削水替工　　１式
・付帯工　　　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 消防庁舎南側舗装工事

2. 場　　　所 交野市消防庁舎南側（交野市天野が原町4-8-1）

3. 期　　　間 平成30年12月3日から平成31年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，０５６，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，７４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 三黄建設株式会社

10.契約金額 ￥６，１９９，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月3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 辞退

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 5,740,000 円 落札

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 辞退

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 辞退

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 7,330,000 円

株式会社正栄土木 交野支店 交野市青山2-3-1 欠席

駐車場舗装工事
・舗装工　１式
・撤去工　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立藤が尾小学校プール機械室屋根改修工事

2. 場　　　所 交野市星田北2-45-1

3. 期　　　間 平成30年12月4日から平成31年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，２０８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，２６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社上田建築工務店

10.契約金額 ￥６，７６０，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月3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 6,260,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 6,260,000 円 落札（くじ）

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 辞退

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 8,500,000 円

株式会社垣本 交野市南星台3-7-8 6,980,000 円

安積建設株式会社 交野営業所 交野市星田西4-11-4 辞退

・屋根の新設　185.6㎡
・ネットフェンスの復旧　　　　　　　　　　　・ブロック造の軽微な補修
・トイレパーテションの建付け等調整　　・電源配管配線復旧
・自動火災報知機設備復旧　　　　　　　・窓ガラス破損２枚交換　等

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）ブロック壁等改修工事

2. 場　　　所 交野市私市1丁目29番1号　他2箇所

3. 期　　　間 平成30年12月4日から平成31年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，１７５，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，３００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社吉信工務店

10.契約金額 ￥６，８０４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 7,300,000 円

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 辞退

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 7,200,000 円

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 6,300,000 円 落札（くじ）

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 6,300,000 円

株式会社パシオン 交野営業所 交野市東倉治3-2-9 6,300,000 円

・あまだのみや幼児園
　　便所棟解体・撤去及び埋戻し・アルミフェンス設置等
・あさひ幼児園
　　既設CB撤去・アルミフェンス設置等
・くらやま幼児園
　　ポーチ一部タイル補修

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 都市公園施設更新工事

2. 場　　　所 交野市星田西３丁目地内他

3. 期　　　間 平成30年12月4日から平成31年3月15日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，６５５，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，８３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 創景舎らくだ屋造園

10.契約金額 ￥８，６８３，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 8,900,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 8,405,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 8,040,000 円 落札

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 8,620,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 8,393,000 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 8,498,000 円

遊具更新工事
・撤去工　１式
・設置工　１式
・付帯工　１式
・処分工　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 ちびっこ広場施設更新工事

2. 場　　　所 交野市星田山手１丁目地内他

3. 期　　　間 平成30年12月4日から平成31年3月15日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，７４１，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，８７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社グリーン京阪

10.契約金額 ￥８，５７１，９６０円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 9,000,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 8,190,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 指名無効※

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 8,400,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 7,937,000 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 8,198,000 円

遊具更新工事
・撤去工　１式
・設置工　１式
・付帯工　１式
・処分工　１式

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 平成30年度ナラ枯れ等危険木伐採事業

2. 場　　　所 交野市大字星田他 地内

3. 期　　　間 平成31年1月4日から平成31年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，３５８，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 創景舎らくだ屋造園

10.契約金額 ￥３，３４８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

交野造園 交野市私部2-13-11 3,800,000 円 3,200,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 3,300,000 円 3,100,000 円 落札

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 3,950,000 円 辞退

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 3,450,000 円 3,250,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 3,420,000 円 3,260,000 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 3,500,000 円 3,280,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 3,530,000 円 3,200,000 円

石田造園土木株式会社交野支店 交野市寺2-18-17 3,610,000 円 3,280,000 円

株式会社御庭屋交野支店 交野市私部5-14-3 3,600,000 円 3,200,000 円

枯木処理工30~59未満　　　　5本
枯木処理工60~89未満　　　　5本
枯木処理工90~119未満　　　　6本
枯木処理工120~149未満　　15本
枯木処理工150~199未満　　　7本
整枝剪定90以上120未満　　　5本
整枝剪定180以上210未満　　3本

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）


