
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和3年度今池整備工事

2. 場　　　所 交野市幾野２丁目地内

3. 期　　　間 令和3年9月2日から令和3年12月14日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年8月23日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査郵便型）

7. 予定価格 ¥28,127,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥20,090,000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 ¥22,099,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 20,090,000 円

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6丁目2番12号 - 辞退

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４－１７－６ 20,090,000 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 20,090,000 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 20,090,000 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 20,090,000 円

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治４－４７－７ 20,090,000 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 20,090,000 円

有限会社　和紀総合 大阪府交野市郡津１丁目５５番１３号 20,090,000 円

有限会社 川人設備 交野市青山１丁目１７番４号 20,090,000 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 20,090,000 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 20,090,000 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 20,090,000 円

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 20,090,000 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 20,090,000 円

有限会社　森英興産 大阪府交野市南星台２丁目１番２号 20,090,000 円

株式会社 森長工業　交野支店 大阪府交野市倉治5丁目1番43号 20,090,000 円

株式会社 上田建築工務店 大阪府交野市郡津５丁目４７番１２号 20,090,000 円

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 20,090,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西３－１６－３ 20,090,000 円

株式会社　中正　交野支店 大阪府交野市私部西3丁目11番16号 20,090,000 円

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 20,090,000 円

株式会社　姫技建 大阪府交野市向井田1丁目51番6号 20,090,000 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 20,090,000 円

オーレス株式会社 交野市天野が原町4丁目１３番８号 20,090,000 円
落札候補者
第1位（くじ）

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 20,090,000 円

土工　1式
排水構造物工　1式
舗装工　1式
縁石工　1式
道路付属施設工　1式
構造物撤去工　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 私部４丁目地内汚水管布設工事（第４工区）

2. 場　　　所 交野市私部４丁目地内

3. 期　　　間 令和3年9月1日から令和4年1月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年8月23日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査郵便型）

7. 予定価格 ¥18,271,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥12,900,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 豊成建設工業株式会社　交野営業所

10.契約金額 ¥14,190,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 12,900,000 円

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４－１７－６ 12,900,000 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 12,900,000 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 12,900,000 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 12,900,000 円

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治４－４７－７ 12,900,000 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 12,900,000 円

有限会社　和紀総合 大阪府交野市郡津１丁目５５番１３号 12,900,000 円

森本水道工業 株式会社 大阪府交野市倉治2丁目1番12号 12,900,000 円

有限会社 川人設備 交野市青山１丁目１７番４号 12,900,000 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 12,900,000 円
落札候補者
第1位（くじ）

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 - 辞退

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 12,900,000 円

交野市水道サービス株式会社 大阪府交野市私市２丁目２４番１号 12,900,000 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 12,900,000 円

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 12,900,000 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 12,900,000 円

株式会社西村工業　交野営業所 大阪府交野市郡津3-50-10-102号 12,900,000 円

有限会社　森英興産 大阪府交野市南星台２丁目１番２号 12,900,000 円

株式会社 森長工業　交野支店 大阪府交野市倉治5丁目1番43号 12,900,000 円

株式会社 上田建築工務店 大阪府交野市郡津５丁目４７番１２号 12,900,000 円

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 12,900,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西３－１６－３ 12,900,000 円

株式会社　中正　交野支店 大阪府交野市私部西3丁目11番16号 12,900,000 円

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 12,900,000 円

株式会社　姫技建 大阪府交野市向井田1丁目51番6号 12,900,000 円

オーレス株式会社 交野市天野が原町4丁目１３番８号 12,900,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 12,900,000 円

施工延長　L=106.6m

管きょ工（開削）＜管径200mm＞　　L=106.6m
組立マンホール工　　3箇所
小型マンホール工　　2箇所
ます設置工　　　　 17箇所
取付管布設工　　　 17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 星田西1号線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市星田西5丁目地内

3. 期　　　間 令和3年9月2日から令和4年1月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年8月23日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査郵便型）

7. 予定価格 ¥21,461,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥15,190,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社　和紀総合

10.契約金額 ¥16,709,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 15,190,000 円

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6丁目2番12号 15,190,000 円

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４－１７－６ 15,190,000 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 15,190,000 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 15,190,000 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 15,190,000 円

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治４－４７－７ 15,190,000 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 15,190,000 円

有限会社　和紀総合 大阪府交野市郡津１丁目５５番１３号 15,190,000 円
落札候補者
第1位（くじ）

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 15,190,000 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 15,190,000 円

交野市水道サービス株式会社 大阪府交野市私市２丁目２４番１号 15,190,000 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 15,190,000 円

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 15,190,000 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 無効 入札書不備

株式会社西村工業　交野営業所 大阪府交野市郡津3-50-10-102号 15,190,000 円

有限会社　森英興産 大阪府交野市南星台２丁目１番２号 15,190,000 円

株式会社 上田建築工務店 大阪府交野市郡津５丁目４７番１２号 15,190,000 円

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 15,190,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西３－１６－３ 15,190,000 円

株式会社　中正　交野支店 大阪府交野市私部西3丁目11番16号 15,190,000 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 15,190,000 円

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 15,190,000 円

株式会社　姫技建 大阪府交野市向井田1丁目51番6号 15,190,000 円

施工延長　L=351m　施工面積　A=2229m2

撤去工　　　　　　1式
舗装工　　　 A=2229m2
区画線工　　 　　 1式
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 東倉治4丁目地内水路護岸復旧工事

2. 場　　　所 交野市東倉治4丁目地内

3. 期　　　間 令和3年9月2日から令和4年1月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年8月23日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査郵便型）

7. 予定価格 ¥19,360,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥13,640,000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 ¥15,004,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 13,640,000 円

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４－１７－６ 13,640,000 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 13,640,000 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 13,640,000 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 13,640,000 円

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治４－４７－７ 13,640,000 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 13,640,000 円

有限会社　和紀総合 大阪府交野市郡津１丁目５５番１３号 13,640,000 円

有限会社 川人設備 交野市青山１丁目１７番４号 13,640,000 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 13,640,000 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 13,640,000 円

交野市水道サービス株式会社 大阪府交野市私市２丁目２４番１号 13,640,000 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 13,640,000 円

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 13,640,000 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 13,640,000 円

有限会社　森英興産 大阪府交野市南星台２丁目１番２号 13,640,000 円

株式会社 森長工業　交野支店 大阪府交野市倉治5丁目1番43号 13,640,000 円

株式会社 上田建築工務店 大阪府交野市郡津５丁目４７番１２号 13,640,000 円

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 13,640,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西３－１６－３ 13,640,000 円

株式会社　中正　交野支店 大阪府交野市私部西3丁目11番16号 13,640,000 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 13,640,000 円

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 13,640,000 円

株式会社　姫技建 大阪府交野市向井田1丁目51番6号 13,640,000 円

オーレス株式会社 交野市天野が原町4丁目１３番８号 13,640,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 13,640,000 円
落札候補者
第1位（くじ）

施工延長　L=34m

土工　　１式
法面工　１式
護岸工　１式
排水構造物工　１式
舗装工　１式
撤去工　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 交野市立倉治図書館外壁改修等工事

2. 場　　　所 交野市倉治6丁目9-20

3. 期　　　間 令和3年9月2日から令和3年11月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年8月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥8,921,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥6,740,000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 ¥7,414,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年9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
大阪府交野市郡津５丁目４７番１２
号

6,740,000 円

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6丁目2番12号 7,260,000 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 6,740,000 円 落札（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 6,740,000 円

有限会社　森英興産 大阪府交野市南星台２丁目１番２号 - 辞退

１．直接仮設工事（足場、養生等）
２．外壁改修工事（外壁一部解体・撤去、
　　シーリング打替え、吹付塗装、防水）
３．その他工事（建具修繕、内装等）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立倉治図書館外壁改修等工事監理業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年9月2日から令和3年12月14日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年8月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥871,200円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 翔夢建築設計事務所

10.契約金額 ¥825,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年9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
交野市私部二丁目１１－３０　プライム
コート２０１

800,000 円 750,000 円 落札

株式会社　栄和設計事務所 大阪市福島区福島5丁目17番21号 1,400,000 円 辞退

株式会社イースペース設計
大阪市中央区北久宝寺町一丁目4番15
号

- 辞退

一級建築士事務所　藤井設計事務所 交野市私部6丁目35-4 1,000,000 円 辞退

株式会社上田茂久・建築設計工房
大阪市北区中津1-12-3　中津パークビ
ル

- 辞退

交野市倉治6丁目9-20

工事監理業務　一式
　一般業務
　　工事と設計図書との照合及び確認の結果報告
　　工事請負契約に定められた指示、検査
　　関係機関の検査立会　等
　追加業務
　　完成図の確認

入札金額
（消費税を除く）

入札金額（2回目）
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市８丁目地内他汚水管布設に伴う測量設計業務

2. 場　　　所 交野市私市８丁目地内他

3. 期　　　間 令和3年9月1日から令和4年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年8月23日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ¥10,736,000円 （消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　－

9. 契約の相手方 株式会社関西エンジニヤリング　大阪営業所

10.契約金額 ¥4,378,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　ムロガ 大阪府豊能郡豊能町余野６５９ 6,400,000 円

株式会社セリオス 大阪市中央区瓦町２－４－１０ 9,480,000 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

3,980,000 円 落札

株式会社シードコンサルタント大阪支社 大阪市天王寺区上本町６丁目６－２ 7,400,000 円

株式会社　大建技術コンサルタンツ
大阪府大阪市中央区南新町１丁目
３番１０号

- 辞退

第一設計監理株式会社　枚方営業所 大阪府枚方市楠葉丘2丁目8-27 6,890,000 円

株式会社　エハラ 大阪府東大阪市永和2丁目13番9号 5,950,000 円

株式会社日本インシーク
大阪市中央区南本町三丁目6番14
号

6,812,000 円

倉測建設コンサルタント株式会社　大阪支店
大阪府大阪市中央区南船場２－１
－１０

7,800,000 円

下水道業務　L＝233m
　開削工法　新設・詳細設計　内径1200mm未満　233m
　開削工法　耐震設計（応答変位法）（レベル１地震動）
　管渠詳細設計　報告、協議
測量業務　　L=0.23km
　４級水準測量　0.23km
　現地測量　　 0.007km2
　縦断測量　　　0.23km
　横断測量　　　0.23km

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 妙見坂幹線改築に伴う実施設計委託（管更生）

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年9月1日から令和3年12月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年8月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥7,579,000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　淀川アクテス

10.契約金額 ¥7,150,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　大阪水道工業会研究所 大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 7,800,000 円

関西技術コンサルタント株式会社 大阪府茨木市上中条二丁目１０番２７号 - 辞退

株式会社　不二設計コンサルタント 大阪府柏原市安堂町１番２９号大清ビル 7,950,000 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三丁目２番１５
号

- 辞退

株式会社　淀川アクテス 大阪市東淀川区豊新3丁目25番18号 6,500,000 円 落札

國年上下水道設計株式会社 大阪府大阪狭山市金剛二丁目11番1号 9,370,000 円

交野市妙見坂1丁目地内他

下水道業務　管路延長　304.99m
　管更生工法改築・詳細設計　全工程　内径800mm未満　１業務
　　内径800mm未満　管路延長　304.99m
　管路施設耐震設計（管更生工法）
　　　レベル1及びレベル2地震動　１業務
　　円形管（800mm未満）
　管路詳細設計　報告、協議

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 寺作業所跡地活用施設基本設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年9月1日から令和4年1月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年8月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥9,405,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社日産技術コンサルタント

10.契約金額 ¥9,075,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　中央設計技術研究所　関
西事務所

大阪府大阪市西区江戸堀一丁目23番
13号　肥後橋ビル3号館1002号室

9,800,000 円

中日本建設コンサルタント株式会社
大阪事務所

大阪市中央区内本町１丁目３番５号 9,500,000 円

株式会社日建技術コンサルタント 大阪市中央区谷町六丁目4番3号 8,600,000 円

株式会社日水コン　大阪支所 大阪府吹田市江坂町１－２３－１０１ - 辞退

株式会社日産技術コンサルタント 大阪市中央区大手前一丁目2番15号 8,250,000 円 落札

キタイ設計株式会社　大阪支社 大阪府高槻市西真上１丁目２７番３号 8,750,000 円

交野市寺1丁目地内

跡地活用施設基本設計業務
　現地踏査
　設計条件の検討・整理
　基本設計図の作成
　概算事業費の算定
　関係機関との協議　等

測量業務

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 乙辺浄化センター臭気測定業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年9月1日から令和4年3月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年8月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥909,700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 環境総合リサーチ

10.契約金額 ¥854,700円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

エスク株式会社 大阪府大東市三箇４－１８－１８ - 辞退

株式会社ケイ・エス分析センター 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号 - 辞退

株式会社 ＨＥＲ　大阪営業所 大阪市東住吉区杭全8丁目1番25号 - 欠席

株式会社 環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目3番9 777,000 円 落札

日本環境分析センター株式会社 大阪府摂津市千里丘5丁目16番21号 - 辞退

交野市星田北1-7-5　乙辺浄化センター内

悪臭測定（１）　大気敷地境界　２２物質　測定３箇所
悪臭測定（２）　排出口　１３物質　測定箇所・高濃度臭気
年/2回　測定後に報告書を２部作成

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 業務端末及び周辺機器購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年12月28日

4. 概　　　要　　　  

5. 入札日 令和3年8月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥5,885,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 トーテックアメニティ株式会社大阪事業所

10.契約金額 ¥3,828,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

ソレキア株式会社西日本支社　関西イ
ンフラサービス統括部

大阪府大阪市中央区城見2-1-61　ツイ
ン21ＭＩＤタワー37Ｆ

5,529,000 円

トーテックアメニティ株式会社大阪事
業所

大阪府大阪市北区堂島2-1-31 3,480,000 円 落札

ミツイワ株式会社　関西営業部
大阪市中央区本町4-2-12　野村不動産
御堂筋本町ビル６階

- 辞退

富士通Ｊａｐａｎ株式会社　大阪第二統
括ビジネス部

大阪市中央区城見2丁目2番6号関西シ
ステムラボラトリ

5,662,250 円

行政システム株式会社　大阪支店 大阪市淀川区宮原４－１－６ 11,770,000 円

株式会社大塚商会　LA関西営業部 大阪市福島区福島6丁目14番1号 5,100,000 円

株式会社インフォマティクス　大阪営
業所

大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10番
70号

- 辞退

交野市私部１－１－１　交野市役所第二別館他

業務端末（保守含）　　40台
　リカバリディスク
DVD-ROMドライブ　　　　6台
バーコードリーダ　　　 4台
ネットワーク機器　　　10台

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 令和3年9月1日から令和3年10月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年8月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥8,976,000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 ¥7,700,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

有限会社勝樹園　交野支店 大阪府交野市私部４－５８－１９ 7,080,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部５－２－３３ 7,000,000 円

ウィード株式会社交野支店 交野市私部5丁目2番33号 7,200,000 円

有限会社パーククリエイト交野支店 大阪府交野市郡津1丁目1番503号 7,400,000 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 7,011,000 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 - 辞退

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治４－４７－７ 7,100,000 円

株式会社山満造園 大阪府交野市私市5丁目17番11号 7,150,000 円

蒼井創造 大阪府交野市幾野3丁目17番18号 7,100,000 円

株式会社総合緑化　交野支店 大阪府交野市星田8丁目9番29号 7,250,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 7,000,000 円 落札（くじ）

交野造園 大阪府交野市私部2丁目13番11号 7,500,000 円

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手４－７－３ 7,350,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8丁目1-1 7,100,000 円

株式会社御庭屋　交野支店 大阪府交野市私部5丁目14-3 7,500,000 円

交野市内全域

本委託費
　機械除草工　　　Ａ=22,000㎡
　人力除草工　　　Ａ=330㎡
  刈込剪定工　　　Ａ=250㎡
　交通管理工　　　　1式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 準用河川除草清掃業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年9月1日から令和3年10月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年8月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥7,469,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社総合緑化　交野支店

10.契約金額 ¥7,150,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

有限会社勝樹園　交野支店 大阪府交野市私部４－５８－１９ 6,780,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部５－２－３３ 6,840,000 円

ウィード株式会社交野支店 交野市私部5丁目2番33号 7,100,000 円

有限会社パーククリエイト交野支店 大阪府交野市郡津1丁目1番503号 7,000,000 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 6,592,000 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 - 辞退

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治４－４７－７ 6,800,000 円

株式会社山満造園 大阪府交野市私市5丁目17番11号 6,950,000 円

蒼井創造 大阪府交野市幾野3丁目17番18号 6,800,000 円

株式会社総合緑化　交野支店 大阪府交野市星田8丁目9番29号 6,500,000 円 落札

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 -
資格無し
（取抜け）

交野造園 大阪府交野市私部2丁目13番11号 6,950,000 円

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手４－７－３ 6,950,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8丁目1-1 6,800,000 円

株式会社御庭屋　交野支店 大阪府交野市私部5丁目14-3 7,000,000 円

交野市郡津4丁目地内他

人力除草(肩掛式)　　　　Ａ=35,000㎡
人力除草(人力)　　　　  Ａ=8,000㎡
散在塵芥収集　　　　　  Ａ=43,000㎡

入札金額
（消費税を除く）



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 令和3年9月1日から令和3年10月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年8月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥4,543,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 橘内建設株式会社　交野支店

10.契約金額 ¥4,411,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

有限会社勝樹園　交野支店 大阪府交野市私部４－５８－１９ 4,300,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部５－２－３３ 4,530,000 円

ウィード株式会社交野支店 交野市私部5丁目2番33号 4,300,000 円

有限会社パーククリエイト交野支店 大阪府交野市郡津1丁目1番503号 4,400,000 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 4,010,000 円 落札

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 - 辞退

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治４－４７－７ 4,300,000 円

株式会社山満造園 大阪府交野市私市5丁目17番11号 4,350,000 円

蒼井創造 大阪府交野市幾野3丁目17番18号 4,300,000 円

株式会社総合緑化　交野支店 大阪府交野市星田8丁目9番29号 -
資格無し
（取抜け）

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 -
資格無し
（取抜け）

交野造園 大阪府交野市私部2丁目13番11号 4,450,000 円

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手４－７－３ 4,390,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8丁目1-1 4,350,000 円

株式会社御庭屋　交野支店 大阪府交野市私部5丁目14-3 4,250,000 円

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=5,000㎡
散在塵芥収集　　　　　  Ａ=24,000㎡

入札金額
（消費税を除く）



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 令和3年9月1日から令和3年10月15日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年8月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,375,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 有限会社パーククリエイト交野支店

10.契約金額 ¥1,375,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年9月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

有限会社勝樹園　交野支店 大阪府交野市私部４－５８－１９ 1,300,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部５－２－３３ 1,370,000 円

ウィード株式会社交野支店 交野市私部5丁目2番33号 1,350,000 円

有限会社パーククリエイト交野支店 大阪府交野市郡津1丁目1番503号 1,250,000 円 落札

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 -
資格無し
（取抜け）

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 - 辞退

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治４－４７－７ 1,300,000 円

株式会社山満造園 大阪府交野市私市5丁目17番11号 1,350,000 円

蒼井創造 大阪府交野市幾野3丁目17番18号 1,300,000 円

株式会社総合緑化　交野支店 大阪府交野市星田8丁目9番29号 -
資格無し
（取抜け）

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 -
資格無し
（取抜け）

交野造園 大阪府交野市私部2丁目13番11号 1,380,000 円

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手４－７－３ 1,290,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8丁目1-1 1,370,000 円

株式会社御庭屋　交野支店 大阪府交野市私部5丁目14-3 1,300,000 円

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㎡

入札金額
（消費税を除く）


