
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田会館図書室改修工事

2. 場　　　所 交野市星田３丁目４－３

3. 期　　　間 令和元年7月2日から令和元年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年6月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３２，１８４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２６，５１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 水谷工業株式会社

10.契約金額 ￥２８，６３０，８００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年７月１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丁目2番14号 26,510,000 円
落札候補者
第１位（くじ）

株式会社 上田建築工務店 交野市郡津５丁目４７番１２号 26,510,000 円

丸信住宅株式会社交野支店 交野市星田北６丁目11番1号 26,510,000 円

株式会社吉信工務店 交野市郡津１丁目５５番１４号 26,510,000 円

株式会社　西工務店 交野市私部5丁目23番15号 26,510,000 円

安積建設株式会社　交野営業所 交野市星田西4丁目11番4号 ― 辞退

建築工事・・・直接仮設工事、解体撤去工事、左官工事、木工事、間仕切り・内装工事、
　　　　　　　　塗装工事、鋼製建具工事、木製建具工事、硝子工事、建築雑工事

設備工事・・・電灯コンセント設備工事、照明器具取付工事、電灯動力幹線設備工事、
　　　　　　　　自動火災報知機設備工事、弱電設備工事、情報通信先行配管設備工
　　　　　　　　事、空調設備工事、排煙・換気設備工事、機械警備設備工事

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 倉治20号線（無名橋）他橋梁補修設計業務委託

2. 場　　　所 交野市倉治２丁目地内他

3. 期　　　間 令和元年7月2日から令和元年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，３５２，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 扇コンサルタンツ株式会社　大阪支店

10.契約金額 ￥３，７８０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社浪速技研コンサルタント 茨木市下穂積1-2-29 4,300,000 円

扇コンサルタンツ株式会社　大阪支店 枚方市田口山3-23-12 3,500,000 円 落札

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

株式会社関西エンジニヤリング大阪営業
所

大阪市淀川区西中島6-7-3
第6新大阪ビル3Ｆ

3,580,000 円

株式会社アーバンパイオニア設計 大阪市北区末広町3-3 4,000,000 円

東洋技研コンサルタント株式会社 大阪市淀川区新北野1-14-11 5,000,000 円

大日コンサルタント株式会社　大阪支社 大阪市淀川区西中島5-12-8 7,032,000 円

計画準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １式
既存資料収集整理及び現地踏査　　　　 １式
現地調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １式
橋梁補修詳細設計（２橋）　　　　　　　　   １式
報告書作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
打合せ協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
調査試験費　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 幾野春日線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市幾野６丁目地内他

3. 期　　　間 令和元年7月2日から令和元年11月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，３１７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，５３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 河本興業株式会社　交野営業所

10.契約金額 ￥７，１８３，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年７月１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丁目2番14号 6,530,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2丁目1番2号 6,530,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾４ー１７ー６号 6,530,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治２丁目１番１２号 6,530,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田４丁目３３番３号 6,530,000 円

河本興業株式会社　交野営業所 交野市私部西２丁目１３－１８ 6,530,000 円 落札（くじ）

撤去工　　　　1.0式
舗装工　　　　1.0式
区画線工      1.0式
付帯工         1.0式
仮設工　　　　1.0式
施工延長　　　Ｌ＝127m
施工面積　　　Ａ＝783㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田会館図書室書架等購入

2. 場　　　所 交野市星田３丁目４－３

3. 期　　　間 令和元年10月16日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１９，９６５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 キハラ株式会社　大阪支店

10.契約金額 ￥１９，４７０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年７月１日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

金剛株式会社　大阪支店
大阪市中央区伏見町4-4-10新伏見
町ビル2階

23,600,000 円 辞退 ―

株式会社伊藤伊大阪 東大阪市西石切町1-11-30 21,200,000 円 19,450,000 円 18,940,000 円

丸善雄松堂株式会社　大阪支店 大阪市中央区久太郎町2-5-28 24,150,000 円 辞退 ―

日本ファイリング株式会社　大阪支店 大阪市中央区南船場2-5-12 22,890,000 円 辞退 ―

株式会社図書館流通センター　関西支
社

吹田市広芝町18-24 ― 辞退

株式会社規文堂
京都府京都市南区唐橋大宮尻町16-
1

― 辞退

キハラ株式会社　大阪支店 大阪市淀川区木川東3-4-19 19,480,000 円 18,970,000 円 17,700,000 円 落札

各種書架、カウンター、ロビーテーブル・チェア、パーソナルデスク・チェ
ア等

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）

第三回入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 妙見坂３丁目地内汚水管改築工事

2. 場　　　所 交野市妙見坂３丁目地内

3. 期　　　間 令和元年7月2日から令和元年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，０８８，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，１９０，０００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 ￥２，３６５，２００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年７月１日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社和紀総合 交野市郡津１丁目５５番１３号 2,190,000 円

株式会社姫技建 交野市向井田1丁目51番6号 2,190,000 円

有限会社古谷建設 交野市藤が尾４丁目４番３号 ― 辞退

交野市水道サービス株式会社 交野市私市2丁目24番1号 2,190,000 円 落札（くじ）

株式会社西村工業　交野営業所 交野市東倉治4丁目47番9号 2,190,000 円

管路土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
管布設工（φ２５０硬質塩化ビニル管）　　　３１．７３m
開削水替工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝３１．７３m
施工面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ＝１３７．５６m

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 令和2年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１０，８４６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社モリタエコノス　関西支店

10.契約金額   ￥９，１９６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社関西マツダ 大阪市浪速区桜川1-3-25 ― 辞退

大阪日野自動車株式会社 大阪市西淀川区千舟1-4-45 10,000,000 円

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

― 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 ― 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 ― 辞退

株式会社モリタエコノス　関西支店 八尾市神武町2-68 8,360,000 円 落札

極東開発工業㈱関西支店 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 ― 辞退

３．５ｔ級プレス式塵芥車（傾倒装置付）　　１台
　・シャーシ　　　　　　　　３．５t級クラス
　・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
　・燃料　　　　　　　　　　軽油
　・乗車定員　　　　　　　３名

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 軽ダンプ（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 令和2年1月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，６２８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 カミタケ倉治株式会社

10.契約金額 ￥１，６１７，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 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 1,627,120 円 辞退

日産大阪販売株式会社　交野店 交野市星田北1-29-3 ― 辞退

カミタケ倉治株式会社 交野市倉治6-3-29 1,480,096 円 1,470,000 円 落札

春日オート株式会社 交野市星田北5-10-19 1,544,954 円 辞退

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）

深床軽ダンプＡＴ車　１台
　・シャーシ　　　　　　  軽ダンプ
　・車種　　　　　　　　　一方観音開きリヤゲート深床
　・色　　　　　　　　　　 白
  ・トランスミッション　　ＡＴ仕様（４ＷＤ）
  ・燃料　　　　　　　　　ガソリン
  ・乗車定員　　　　　　２名



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立保健福祉総合センター外壁等改修工事設計委託

2. 場　　　所 保健福祉総合センター（天野が原町５－５－１）

3. 期　　　間 令和元年7月1日から令和元年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，５５９，６００ 円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 クモノスコーポレーション株式会社

10.契約金額 ￥２，４３０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年7月1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

3,700,000 円 辞退

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 4,000,000 円 辞退

一級建築士事務所藤井設計事務所 交野市私部6-35-4 3,500,000 円 辞退

クモノスコーポレーション株式会社 箕面市船場東2-1-15 2,500,000 円 2,250,000 円 落札

株式会社阿波設計事務所 大阪市浪速区元町2-2-12 3,900,000 円 辞退

世代間交流センター・健康増進センターの外壁の浮き・
ひび割れ、漏水等の恐れがある部分の外壁改修等設
計業務委託　　１式

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 交野市立小・中学校消防・防火設備点検業務委託

2. 場　　　所 交野市私部１－５４－１　他１３箇所

3. 期　　　間 令和元年7月2日から令和2年3月13日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，６１０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 有限会社ダイトー

10.契約金額 ￥３，７９５，０００　円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社興亜電業社交野営業所 交野市倉治5-6-5 辞退

有限会社アゴーテック 交野市神宮寺1-26-17 3,930,000 円

小川電機工事株式会社 交野市星田北5-21-5 8,900,000 円

有限会社ダイトー 寝屋川市御幸西町25-48 3,450,000 円 落札

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 4,100,000 円

株式会社真電 交野市倉治6-13-10 4,300,000 円

交野市立小中学校の消防・防火設備点検業務
　屋内消火栓設備・自動火災報知設備・非常警報設備等の消防設備
　点検
　防火設備定期検査業務及び、定期報告書作成・報告業務

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 選挙機材搬出入及び開票所設営・撤収業務委託

2. 場　　　所 交野市内

3. 期　　　間 令和元年7月2日から令和元年9月9日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，０５８，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社ホウワ

10.契約金額 　　￥５６１，６００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

日本通運株式会社大阪東支店 守口市八雲中町2-10-3 850,000 円

セイノースーパーエクスプレス株式会
社大阪引越センター

門真市四宮2-11-50 860,000 円

株式会社エヌ・イー・クリエイト 寝屋川市新家1-8-7 ― 辞退

株式会社ホープ 枚方営業所 枚方市長尾元町7-20-20 3,800,000 円

佐川急便株式会社関西支店 大阪市此花区島屋4-4-51 1,958,256 円

株式会社ホウワ 奈良県大和郡山市横田町595-1 520,000 円 落札

投開票所物品の搬入準備
投票所物品の搬入
投票所物品の回収
開票所物品の搬入
開票所の設営
開票所撤収

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 投票所入場整理券等印刷・作成及び封入・封緘業務委託

2. 場　　　所 交野市役所　

3. 期　　　間 令和元年7月2日から令和元年9月8日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，００７，６４０円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 小林クリエイト株式会社大阪第二営業部

10.契約金額 　　￥９９９，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年7月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

小林クリエイト株式会社大阪第二
営業部

大阪市中央区平野町2-6-6 944,800 円 935,000 円 925,000 円 落札

フタバフォーム印刷株式会社 東大阪市本庄西1-4-31 1,213,750 円 辞退 ―

東洋印刷株式会社大阪営業所
大阪市中央区北久宝寺町1-5-
6

1,694,700 円 辞退 ―

赤坂印刷株式会社大阪支店 大阪市東成区東小橋1-18-10 ― 辞退

株式会社ディーソル西日本支店 大阪市中央区南本町2-1-8 辞退 ― ―

投票所入場整理券作成　　　　　67,000枚
窓付封筒作成　　　　　　　　　　  34,000枚
封入・封緘　　　　　　　　　　　　　67,000枚
プログラム設定　　　　　　　　　　　      １式

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）

第三回入札金額
（消費税を除く）


