
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手2丁目地内汚水管改築工事（布設替え）

2. 場　　　所 交野市私市山手2丁目地内

3. 期　　　間 令和元年11月1日から令和2年3月6日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年10月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１４，５６４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１０，２３０，０００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 ￥１１，２５３，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年11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6-2-14 10,230,000 円

豊成建設工業株式会社　交野営業所 交野市向井田1-26-9 10,230,000 円

有限会社　和紀総合 交野市郡津1-55-13 10,230,000 円

橘内建設株式会社　交野支店 交野市私部5-22-6 13,240,000 円

堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市星田西3-14-1 10,230,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 10,230,000 円

株式会社　西工務店 交野市私部5-23-15 10,230,000 円

株式会社　パシオン　交野営業所 交野市東倉治3-2-9 10,230,000 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 10,230,000 円

有限会社　山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 10,230,000 円

有限会社　川人設備 交野市青山1-17-4 10,230,000 円
落札候補者

第１位

株式会社中正　交野支店 交野市私部西3-11-16 10,230,000 円

森本水道工業 株式会社 交野市倉治2-1-12 10,230,000 円

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 10,230,000 円

有限会社　森英興産 交野市南星台2-1-2 10,230,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 10,230,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7-2076-1 10,230,000 円

株式会社　平田設備工産 交野市星田4-33-3 10,230,000 円

安積建設株式会社　交野営業所 交野市星田西4-11-4 10,230,000 円

交野市水道サービス株式会社 交野市私市2-24-1 10,230,000 円

管きょ工（開削）〈管径200㎜〉　　　　　l＝87.90m
組立マンホール工（1号）　　　　　　　　1箇所
小型マンホール工（塩ビ製）　　　　　　1箇所
ます設置工（塩ビ製）　　　　　　　　　　14箇所
取付管布設工　　　　　　　　　　　　　　14箇所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 今池池底改良工事

2. 場　　　所 交野市幾野２丁目地内

3. 期　　　間 令和元年11月1日から令和2年3月19日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年10月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３２，９４５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２３，７４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 北口工業　株式会社

10.契約金額 ￥２６，１１４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　雨田組 交野市星田北6-2-12 23,740,000 円

河本技建工業株式会社 交野営業所 交野市私部3-12-16 23,740,000 円

有限会社 和紀総合 交野市郡津1-55-13 23,740,000 円

株式会社 上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 23,740,000 円

有限会社　山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 23,740,000 円

佐藤土木工業株式会社　交野営業所 交野市郡津2-29-27 23,740,000 円

北口工業　株式会社 交野市星田5-7-4 23,740,000 円
落札候補者

第１位

豊成建設工業株式会社　交野営業所 交野市向井田1-26-9 － 辞退

安積建設株式会社　交野営業所 交野市星田西4-11-4 23,740,000 円

橘内建設株式会社　交野支店 交野市私部5-22-6 23,740,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 23,740,000 円

株式会社中正　交野支店 交野市私部西3-11-16 23,740,000 円

堀舗道建設株式会社 交野営業所 交野市星田西3-14-1 23,740,000 円

オーレス株式会社 交野市天野が原町4-13-8 23,740,000 円

株式会社　西工務店 交野市私部5-23-15 29,900,000 円

有限会社　サンコー　交野営業所 交野市幾野4-23-21 23,740,000 円

株式会社　パシオン　交野営業所 交野市東倉治3-2-9 23,740,000 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 23,740,000 円

有限会社　森英興産 交野市南星台2-1-2 23,740,000 円

有限会社　川人設備 交野市青山1-17-4 23,740,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7-2076-1 23,740,000 円

株式会社　平田設備工産 交野市星田4-33-3 23,740,000 円

有限会社平林建設　交野営業所 交野市倉治5-16-6 23,740,000 円

河本興業　株式会社　　交野営業所 交野市私部西2-13-18 － 欠席

土工　　　　１式
撤去工　　　１式
仮設工　　　１式
施工面積　　Ａ＝１０，９４７㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター屋根改修等工事

2. 場　　　所 交野市私市9丁目4－8

3. 期　　　間 令和元年11月1日から令和2年3月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年10月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２９，３０４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２２，６００，０００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 ￥２４，８６０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　雨田組 交野市星田北6-2-12 － 辞退

株式会社 上田建築工務店 交野市郡津５-47-12 22,600,000 円

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 22,600,000 円
落札候補者

第１位

安積建設株式会社　交野営業所 交野市星田西4-11-4 － 辞退

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 22,600,000 円

株式会社　西工務店 交野市私部5-23-15 22,600,000 円

丸信住宅株式会社交野支店 交野市星田北6-11-1 24,700,000 円

工事建物
　スポーツレクリエーションセンター棟、ロッジ棟５棟、炊飯施設棟、便所
棟、東棟３棟、天体研修センター棟

工事内容
　・屋根材の塗り替え　　・笠木・寄棟木の取り替え及び補修・塗装　　他

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 教育用コンピュータ整備事業

2. 場　　　所 交野市立中学校（４校）

3. 期　　　間

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年10月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３３，９５７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

10.契約金額 ￥２０，８２９，６００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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

日通商事株式会社 大阪支店 大阪市北区中津5-4-10 ― 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 18,936,000 円 落札

日本電子計算株式会社 大阪支店 大阪市淀川区西中島2-12-11 ― 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 23,493,000 円

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

株式会社大塚商会 ＬＡ関西営業部 大阪市福島区福島6-14-1 22,651,200 円

日本教育情報機器株式会社 東京都千代田区有楽町1-7-1 19,296,000 円

納入期間：令和元年11月1日から令和元年12月31日
賃貸借期間：令和2年1月1日から令和6年12月31日

管理職用ノートパソコン　　　 １２台
一般教職員用ノートパソコン　１３２台
無線画面転送装置　　　　　　１２台
その他、ネットワーク等の設定や設置等を含む。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市下水道管路施設ＴＶカメラ点検業務委託（その１）

2. 場　　　所 交野市内

3. 期　　　間 令和元年11月1日から令和2年1月9日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年10月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，６５７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社交野興業 交野支店

10.契約金額 ￥６，９３０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 7,400,000 円

株式会社大阪環境 守口市佐太中町3-1-21 7,500,000 円

株式会社交野興業 交野支店 交野市星田7-2076-1 6,300,000 円 落札

北大阪環境株式会社 寝屋川市美井元町10-25 7,550,000 円

株式会社エコ・テクノ 枚方支店 枚方市北山1-54-55 7,420,000 円

東和工業株式会社 枚方市牧野本町1-1-59 8,450,000 円

・本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査工（大口径）　　Ｌ＝2,001ｍ
・本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査工（小中口径）　　Ｌ＝4,453ｍ
・報告書作成工（本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ大口径）　　Ｌ＝2,001ｍ
・報告書作成工（本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ小中口径）　　Ｌ＝4,453ｍ
・ﾏﾝﾎｰﾙ蓋点検工　　　　154基
・報告書作成工（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋点検工）　　154基

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 今池造成工事工損調査業務委託

2. 場　　　所 交野市幾野２丁目地内

3. 期　　　間 令和元年11月1日から令和元年11月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年10月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６９５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社都市調査設計

10.契約金額 ￥２，４２０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社信栄補償設計 大阪市中央区内本町1-2-14 5,750,000 円 辞退

株式会社ユニオンリサーチ 大阪市西区京町堀1-6-2 5,700,000 円 辞退

株式会社アイテクノ 大阪市淀川区西中島6-7-8 5,800,000 円 辞退

株式会社ケンセイ 大阪市東淀川区東中島1-18-22 2,500,000 円 2,300,000 円

株式会社都市調査設計 大阪市福島区吉野4-10-22 4,108,000 円 2,200,000 円 落札

株式会社浜名技術コンサルタント 大阪市中央区道修町2-2-6 5,800,000 円 辞退

工損調査
　打合せ等　　　　　　　　　　　１式
　事前調査（木造建物Ａ）　　　１３棟

第１回入札金額
（消費税を除く）

第２回入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和元年度 交野市航空写真撮影等業務委託

2. 場　　　所 交野市全域

3. 期　　　間 令和元年11月1日から令和2年3月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年10月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，４２１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 カンゼ航測株式会社

10.契約金額 ￥３，３００，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

カンゼ航測株式会社 大阪市中央区南船場1-7-8 3,000,000 円 落札

アジア航測株式会社 大阪支店
大阪市北区天満橋1-8-30 OAPタ
ワー

5,500,000 円

株式会社エイテック 大阪支店 大阪市北区天満1-16-8 3,510,000 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 3,600,000 円

写測エンジニアリング株式会社 大阪支
店

大阪市天王寺区上本町3-2-15 3,250,000 円

○航空写真撮影
　　交野市全域
　　撮影日：原則令和2年1月1日
○デジタルオルソ画像データ作成
○既存システムへの航空写真データベース更新作業

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 市・府民税課税資料データ入力業務委託

2. 場　　　所 交野市役所

3. 期　　　間 令和元年11月1日から令和2年4月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年10月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，５７６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社アイ・オー・プロセス

10.契約金額 ￥３，０９９，３６０円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社京都イングス 大阪支社 大阪市城東区野江1-12-19　3F ― 辞退

京都工業株式会社
京都府京都市伏見区深草下横縄町
15

― 失格※

シティコンピュータ株式会社 大阪支社
大阪市福島区大開2-3-1パネ協大阪
センタービル本館4F

3,550,000 円

株式会社関西情報センター 兵庫県西宮市六湛寺町9-8 3,482,000 円

株式会社アイ・オー・プロセス
大阪市中央区南本町2-3-8KDX南本
町ビル12F

2,817,600 円 落札

申告書入力
・市申告　　1400件　　　・確申A　　3800件　　　・確申B及びB分離　　5000件

給報入力
・給与支払報告書　　　34100件

入札金額（消費税を除く）

※委任状に委任者の押印がなかったため



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 保健福祉総合センターエアコン改修工事

2. 場　　　所 交野市立保健福祉総合センター ４階多目的ホール

3. 期　　　間 令和元年11月1日から令和2年3月14日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年10月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，５５８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，６６０，０００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 ￥７，３２６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　北村商店 交野市私部5-2-38 6,660,000 円

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 6,660,000 円

森本水道工業 株式会社 交野市倉治2-1-12 6,660,000 円 落札（くじ）

株式会社　平田設備工産 交野市星田4-33-3 6,660,000 円

北口工業　株式会社 交野市星田5-7-4 6,660,000 円

若林設備工業株式会社　交野支店 交野市倉治3-24-8 7,780,000 円

空調設備工事　１式　　室外機　ビル用マルチ　３台
　　　　　　　　　　　室内機　天井カセット　２台
　　　　　　　　　　　　　　　天井埋込ダクト高静圧タイプ　６台
電気設備工事　１式
撤去工事　　　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田１７号線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市星田1丁目地内

3. 期　　　間 令和元年11月5日から令和2年3月17日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年10月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，０３９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，１８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 オーレス株式会社

10.契約金額 ￥４，５９８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年11月1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 4,180,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 4,180,000 円

有限会社　川人設備 交野市青山1-17-4 4,180,000 円

森本水道工業 株式会社 交野市倉治2-1-12 4,180,000 円

オーレス株式会社 交野市天野が原町4-13-8 4,180,000 円 落札（くじ）

株式会社　中央土木　交野営業所 交野市星田北1-43-2 4,180,000 円

撤去工　　　　Ａ＝３７６㎡
舗装工　　　　Ａ＝３７６㎡
付帯工　　　　１式
仮設工　　　　１式
施工延長　　　Ｌ＝１２５ｍ
施工面積　　　Ａ＝３７６㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田藤が尾線道路側溝補修工事

2. 場　　　所 交野市星田1丁目地内

3. 期　　　間 令和元年11月5日から令和2年3月17日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年10月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，０２７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，５２０，０００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 ￥３，８７２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年11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1-55-13 辞退

株式会社　姫技建 交野市向井田1-51-6 3,520,000 円

有限会社　古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 ― 辞退

北口工業　株式会社 交野市星田5-7-4 辞退

交野市水道サービス株式会社 交野市私市2-24-1 3,520,000 円 落札（くじ）

佐藤土木工業株式会社　交野営業所 交野市郡津2-29-27 辞退

撤去工　　　１式
土　工　　　１式
排水工　　　２１．５m
舗装工　　　６．９㎡
仮設工　　　１式
施工延長　　Ｌ＝２１．５ｍ

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 準用河川私部北川他浚渫工事

2. 場　　　所 交野市私部1丁目地内他

3. 期　　　間 令和元年11月5日から令和2年1月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年10月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，９９４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，６２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社 ケイ・プランニング・コーポレーション

10.契約金額 ￥３，９８２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社　山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 辞退

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 ― 辞退

株式会社　西工務店 交野市私部5-23-15 4,440,000 円

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 3,620,000 円 落札（くじ）

有限会社　サンコー　交野営業所 交野市幾野4-23-21 3,620,000 円

土工　　　　Ｖ＝３０４㎥
仮設工　　　１式

入札金額（消費税を除く）


