
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 南星台2丁目地内他汚水管改築工事（管更生）

2. 場　　　所 交野市南星台2丁目地内他

3. 期　　　間 令和2年11月2日から令和3年3月26日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年10月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥１６，６５４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１１，７２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ミザック株式会社

10.契約金額 ￥１２，８９２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年11月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

武田興業　株式会社 大阪府枚方市東船橋1-1 11,720,000 円

株式会社　セイワプラント
大阪市住吉区長居四丁目5番18－
104号

11,720,000 円

株式会社　サンダ 大阪府堺市北区金岡町704番地1 11,720,000 円

的場商事株式会社 大阪府吹田市川岸町２１番４５号 11,720,000 円

八光興業株式会社
大阪府南河内郡太子町大字山田
1116番地の36

11,720,000 円

株式会社　中井保組
大阪府大東市北条3丁目１０番２１
号

11,720,000 円

北大阪環境株式会社
大阪府寝屋川市美井元町１０番２５
号

11,720,000 円

都市クリエイト株式会社 大阪府高槻市上田辺町19番8号 11,720,000 円

株式会社　橋本設備工業所 大阪府吹田市豊津町１９番１６号 11,720,000 円

株式会社　大阪環境 大阪府守口市佐太中町３－１－２１ 11,720,000 円

株式会社末廣興業　岸和田本店 岸和田市田治米町502番地 11,720,000 円

株式会社トキト 大阪府堺市中区土師町4-5-17 11,720,000 円

新井建設 株式会社
大阪府大阪市西淀川区大和田4-2-
4

11,720,000 円

株式会社　エコ・テクノ　　枚方支店 枚方市北山１丁目５４番５５号 11,720,000 円

株式会社　ＭＫＳ 大阪府枚方市北山１-５４-５５ 11,720,000 円

ミザック株式会社
大阪府大阪市北区堂島浜1丁目4番
16号ｱｸｱ堂島NBFﾀﾜｰ17階

11,720,000 円
落札候補者第
第一位（くじ）

株式会社　ケンセイ
大阪府大阪市東淀川区東中島1丁
目18番22号

11,720,000 円

管清工業　株式会社　大阪支店 大阪市城東区成育１丁目６番２６号 11,720,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 11,720,000 円

環境テクノス株式会社　大阪支店 大阪府守口市藤田町2-15-10-201 11,720,000 円

東和工業株式会社
大阪府枚方市牧野本町一丁目1番
59号

11,720,000 円

株式会社　アキエンタープライズ
大阪府枚方市牧野本町一丁目1番
60号

11,720,000 円

株式会社　ＵＤＩ
大阪府枚方市牧野本町一丁目38番
13号

11,720,000 円

芦森エンジニアリング株式会社 大阪市西区土佐堀１丁目４番８号 11,720,000 円

一般財団法人　大阪府管更生技術機構
大阪府枚方市牧野本町一丁目1番
59号

11,720,000 円

管きょ内面被覆工（反転・形成工法）
既設管径　250mm

換気工　　　　　　1式　　既設管内調査工　1式
管きょ更生水替工　1式　　既設管内処理工　1式
既設管内洗浄工　　1式　　仮設工　　　　　1式

施工延長　L=146.18m

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田７丁目地内汚水管改築工事（管更生）

2. 場　　　所 交野市星田7丁目地内

3. 期　　　間 令和2年11月2日から令和3年3月26日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年10月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥１７，１８２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１２，１００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社橋本設備工業所

10.契約金額 ￥１３，３１０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年11月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

武田興業　株式会社 大阪府枚方市東船橋1-1 12,100,000 円

株式会社　セイワプラント
大阪市住吉区長居四丁目5番18－
104号

12,100,000 円

株式会社　サンダ 大阪府堺市北区金岡町704番地1 12,100,000 円

的場商事株式会社 大阪府吹田市川岸町２１番４５号 12,100,000 円

八光興業株式会社
大阪府南河内郡太子町大字山田
1116番地の36

12,100,000 円

株式会社　中井保組
大阪府大東市北条3丁目１０番２１
号

12,100,000 円

北大阪環境株式会社
大阪府寝屋川市美井元町１０番２５
号

12,100,000 円

都市クリエイト株式会社 大阪府高槻市上田辺町19番8号 12,100,000 円

株式会社　橋本設備工業所 大阪府吹田市豊津町１９番１６号 12,100,000 円
落札候補者
第一位（くじ）

株式会社　大阪環境 大阪府守口市佐太中町３－１－２１ 12,100,000 円

株式会社末廣興業　岸和田本店 岸和田市田治米町502番地 12,100,000 円

株式会社トキト 大阪府堺市中区土師町4-5-17 12,100,000 円

新井建設 株式会社
大阪府大阪市西淀川区大和田4-2-
4

12,100,000 円

株式会社　エコ・テクノ　　枚方支店 枚方市北山１丁目５４番５５号 12,100,000 円

株式会社　ＭＫＳ 大阪府枚方市北山１-５４-５５ 12,100,000 円

ミザック株式会社
大阪府大阪市北区堂島浜1丁目4番
16号ｱｸｱ堂島NBFﾀﾜｰ17階

- 辞退

株式会社　ケンセイ
大阪府大阪市東淀川区東中島1丁
目18番22号

12,100,000 円

管清工業　株式会社　大阪支店 大阪市城東区成育１丁目６番２６号 12,100,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 12,100,000 円

環境テクノス株式会社　大阪支店 大阪府守口市藤田町2-15-10-201 12,100,000 円

芦森エンジニアリング株式会社 大阪市西区土佐堀１丁目４番８号 12,100,000 円

管きょ内面被覆工（反転・形成工法）
既設管径　250mm

換気工　　　　　　1式　　既設管内調査工　1式
管きょ更生水替工　1式　　既設管内処理工　1式
既設管内洗浄工　　1式　　仮設工　　　　　1式

施工延長　L=152.8m

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 草川雨水幹線詳細設計業務委託

2. 場　　　所 交野市私部西３丁目地内

3. 期　　　間 令和2年11月4日から令和3年3月26日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年10月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥９，９６６，０００円（消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　－

9. 契約の相手方 株式会社テイケイエンジニアリング関西支店

10.契約金額 ￥５，４４５，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年11月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社エース大阪支社 大阪市中央区船越町1-3-4 9,600,000 円

アーステック株式会社大阪支店 豊中市本町3丁目1番41-201号 7,700,000 円

株式会社エハラ 東大阪市永和2-13-9 12,500,000 円

株式会社テイケイエンジニアリング関西支店
大阪市浪速区元町1-11-8 三協ビ
ル2F

4,950,000 円 落札

株式会社ＮＪＳ大阪総合事務所 大阪市中央区久太郎町4-1-3 9,500,000 円

一般財団法人都市技術センター 大阪市中央区船場中央2-2-5-206 7,704,000 円

晃和調査設計株式会社 大阪市天王寺区上本町6-9-14 - 辞退

株式会社日本インシーク 大阪市中央区南本町3-6-14 12,000,000 円

・開削工法（ボックスカルバート）詳細設計　１式
・耐震設計　　　　　　　　　　　　　　  　１式
・報告書作成　                            １式
・設計協議                                １式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 倉治山手線舗装補修測量業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年11月4日から令和3年1月22日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年10月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，５５１，０００円（消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　　　―

9. 契約の相手方 有限会社アルファ技研

10.契約金額 ￥３８５，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年11月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

平和測量設計株式会社 枚方市桜丘町28-39-6 850,000 円

株式会社家永技建 交野市幾野6-11-1 700,000 円

浜エンジニアリング株式会社大阪支
店

交野市東倉治3-10-8 850,000 円

株式会社大京測地 枚方市長尾元町6-2-15-202 550,000 円

有限会社アルファ技研 交野市星田5-10-8-305 350,000 円 落札

交野市東倉治3丁目地内

測量業務
　4級基準点測量 ・・・・3点
　地形測量・・・・・・・1業務
　安全費・・・・・・・・1式
　電子成果品作成費・・・1式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立第二中学校他2校防火設備改修工事

2. 場　　　所 交野市幾野4丁目1-1　他2ヶ所

3. 期　　　間 令和2年11月2日から令和3年3月19日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年10月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥１９，１５１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１４，４２０，０００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 ￥１５，８６２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年11月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 14,420,000 円

株式会社　吉信工務店
大阪府交野市郡津１丁目５５番１４
号

14,420,000 円

株式会社　上田建築工務店 大阪府交野市郡津５－４７－１２ 14,420,000 円

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6-2-12 14,420,000 円

水谷工業株式会社 大阪府交野市星田北6丁目2番14号 14,420,000 円
落札候補者
第一位（くじ）

防火戸及び防火シャッターの改修

第二中学校　防火戸　2ヶ所　防火シャッター　2か所
第三中学校　防火戸　6ヶ所
第四中学校　防火戸　3ヶ所

各校　建築工事及び電気設備工事　一式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立星田小学校他1校防火設備改修工事

2. 場　　　所 交野市星田3丁目33-4　他1ヶ所

3. 期　　　間 令和2年11月2日から令和3年3月19日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年10月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥９，８４５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７，３７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社　雨田組

10.契約金額 ￥８，１０７，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年11月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 7,370,000 円

株式会社　吉信工務店
大阪府交野市郡津１丁目５５番１４
号

8,200,000 円

株式会社　上田建築工務店 大阪府交野市郡津５－４７－１２ 8,300,000 円

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6-2-12 7,370,000 円
落札候補者
第一位（くじ）

水谷工業株式会社 大阪府交野市星田北6丁目2番14号 8,300,000 円

防火戸及び防火シャッターの改修

星田小学校　　防火戸　1ヶ所
長宝寺小学校　防火戸　5ヶ所　防火シャッター　1ヶ所

各校　建築工事及び電気設備工事　一式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市駅前私部西線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市私部西１丁目地内

3. 期　　　間 令和2年11月4日から令和3年3月23日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年10月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥２９，９６４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２１，３００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社　姫技建

10.契約金額 ￥２３，４３０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年11月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

佐藤土木工業株式会社　交野営業所 交野市郡津２丁目２９番２７号 21,300,000 円

水谷工業株式会社 大阪府交野市星田北6丁目2番14号 21,300,000 円

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 21,300,000 円

有限会社　サンコー　交野営業所 大阪府交野市幾野４丁目２３-２１ 21,300,000 円

橘内建設株式会社　交野支店 大阪府交野市私部五丁目22番6号 21,300,000 円

豊成建設工業株式会社　交野営業所 交野市向井田１丁目２６番９号 21,300,000 円

株式会社　パシオン　交野営業所 大阪府交野市東倉治3丁目2番9号 21,300,000 円
落札候補者
第一位（くじ）

株式会社　エーティーエヌ　交野営業所 交野市南星台2丁目1番3号 21,300,000 円

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 21,300,000 円

有限会社　和紀総合
大阪府交野市郡津１丁目５５番１３
号

21,300,000 円

株式会社　平田設備工産 大阪府交野市星田４丁目３３番３号 21,300,000 円

堀舗道建設株式会社交野営業所 大阪府交野市星田西3丁目14番1号 - 辞退

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４ー１７ー６号 21,300,000 円

株式会社　中央土木　交野営業所
大阪府交野市星田北１丁目４３番２
号

- 辞退

山本工業株式会社交野支店 大阪府交野市星田北6丁目37番6号 21,300,000 円

株式会社中正　交野支店 交野市私部西3丁目11番16号 21,300,000 円

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 21,300,000 円

三黄建設株式会社 大阪府交野市星田西３－１６－３ - 辞退

株式会社 上田建築工務店 大阪府交野市郡津５－４７－１２ 21,300,000 円

株式会社　姫技建 大阪府交野市向井田1丁目51番6号 21,300,000 円
落札候補者
第二位（くじ）

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6-2-12 21,300,000 円

※落札候補者第一位について、資格が無効となったため、落札候補者第二位との契約となったもの。

本工事費
　撤去工・・・・・2,065㎡
　舗装工・・・・・2,065㎡
　区画線工・・・660m
　付帯工・・・・・１式
　仮設工・・・・・1式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 森南15号線河内森駅付近歩道設置工事

2. 場　　　所 交野市森南１丁目地内

3. 期　　　間 令和2年11月4日から令和3年2月26日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年10月26日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥１４，４４３，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１０，２２０，０００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 ￥１１，２４２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年11月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

水谷工業株式会社 大阪府交野市星田北6丁目2番14号 10,220,000 円
落札候補者
第一位（くじ）

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 - 辞退

有限会社　サンコー　交野営業所 大阪府交野市幾野４丁目２３-２１ 10,220,000 円

橘内建設株式会社　交野支店 大阪府交野市私部五丁目22番6号 10,220,000 円

株式会社　パシオン　交野営業所 大阪府交野市東倉治3丁目2番9号 10,220,000 円

株式会社　エーティーエヌ　交野営業所 交野市南星台2丁目1番3号 13,130,000 円

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 13,130,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 13,130,000 円

株式会社ケイ・プランニング・コーポレーショ
ン

大阪府交野市私市８丁目１６番５２
号

10,900,000 円

有限会社　和紀総合
大阪府交野市郡津１丁目５５番１３
号

- 辞退

株式会社　平田設備工産 大阪府交野市星田４丁目３３番３号 13,130,000 円

堀舗道建設株式会社交野営業所 大阪府交野市星田西3丁目14番1号 - 辞退

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４ー１７ー６号 - 辞退

株式会社　中央土木　交野営業所
大阪府交野市星田北１丁目４３番２
号

- 辞退

山本工業株式会社交野支店 大阪府交野市星田北6丁目37番6号 10,220,000 円

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ - 辞退

三黄建設株式会社 大阪府交野市星田西３－１６－３ - 辞退

株式会社 上田建築工務店 大阪府交野市郡津５－４７－１２ - 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 13,130,000 円

株式会社　姫技建 大阪府交野市向井田1丁目51番6号 13,130,000 円

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6-2-12 - 辞退

有限会社　川人設備 交野市青山１丁目１７番４号 13,130,000 円

本工事費
  土工・・・・・・1式
　撤去工・・・・・1式
　ブロック積擁壁工・・・・・・94.0㎡
　付帯工・・・・・・・・・・・1式
　舗装工・・・歩道舗装工・・・78.5㎡
　　　　　　　車道舗装工・・・109.2㎡
　仮設工・・・・・1式

入札金額（消費税を除
く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 準用河川免除川浚渫工事

2. 場　　　所 交野市私部４丁目地内他

3. 期　　　間 令和2年11月4日から令和3年1月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年10月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，４９８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，４８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 橘内建設株式会社交野支店

10.契約金額 ￥２，７２８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年11月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

橘内建設株式会社　交野支店 大阪府交野市私部五丁目22番6号 2,480,000 円 落札

有限会社　川人設備 交野市青山１丁目１７番４号 - 辞退

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４ー１７ー６号 - 辞退

オーレス株式会社 交野市天野が原町４丁目１３番８号 2,839,000 円

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ - 辞退

土工　V=１８２㎥
伐木工　A=１３６㎡
除草工　A=５５７㎡
除根工　A=５５７㎡
塵芥処理工　A=５５７㎡
仮設工　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 草川雨水幹線関連地質調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年11月4日から令和3年1月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年10月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，３２１，０００円（消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　　　―

9. 契約の相手方 株式会社ランド・エコ富田林営業所

10.契約金額 ￥１，３７５，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年11月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

土質コンサル株式会社大阪事務所 茨木市玉櫛2-18-3 2,218,000 円

株式会社ソイルシステム 大阪市東成区大今里西1-8-3 1,500,000 円

株式会社ランド・エコ富田林営業所 富田林市藤沢台2-2-180 1,250,000 円 落札

株式会社ヨコタテック 大阪市浪速区桜川一丁目1番32号 2,200,000 円

株式会社オキココーポレーション 大阪市北区国分寺1-3-4 2,270,000 円

交野市私部西３丁目地内

・ボーリング調査　３０ｍ × １箇所
・標準貫入試験　　３０回
・室内土質試験　　１式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市道路台帳補正業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年11月4日から令和3年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年10月26日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，０７２，０００円（消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　　　―

9. 契約の相手方 アジア航測株式会社大阪支店

10.契約金額 ￥５，３１３，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年11月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社日本インシーク 大阪市中央区南本町3-6-14 6,000,000 円

株式会社パスコ大阪支店 大阪市浪速区湊町1-2-3 6,300,000 円

株式会社かんこう大阪支店 大阪市城東区野江1-12-8 6,000,000 円

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 4,830,000 円 落札

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 5,600,000 円

国際航業株式会社大阪支店
大阪市中央区南船場2-3-2 南船場ハー
トビル

6,000,000 円

交野市内

道路台帳更新（新規認定）１．２ｋｍ
道路台帳更新（拡幅改良）０．８ｋｍ
道路台帳調書管理システムの導入及びデータ移行　１式
電算処理　１式
認定路線網図データ更新　１式
その他業務（告示資料・議会用資料作成）　１式
出力・製本　１式
道路台帳図デジタル化作業　１０図郭

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

3. 期　　　間 令和2年11月2日から令和3年4月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年10月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２８９，０００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 ￥２，８９３，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年11月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

キャリアロード株式会社難波事業所
大阪市浪速区難波中1-10-4南海野村ビ
ル3階

- 欠席

株式会社関西情報センター 兵庫県西宮市六湛寺町9-8 2,790,000 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

2,630,000 円 落札

関西データシステム株式会社 大阪市天王寺区悲出院町8-22 - 欠席

株式会社ライトリー 大阪府四条畷市蔀屋本町2-6 - 辞退

交野市役所（交野市私部１－１－１）

交野市が貸与する令和3年度の市・府民税課税資料を、仕様書に基づき受注者がデータ入
力する。そのデータを電磁的記録媒体に記録し、交野市に納品する。

給与支払報告書　34,000件
市申告書　　　　 1,400件
確定申告書　　　 8,100件

入札金額
（消費税を除く）


