
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 倉治8丁目地内水路補修工事

2. 工事場所 交野市倉治8丁目地内

3. 工　　　期 平成２４年１１月１日～平成２５年２月２８日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年10月30日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥１０，７３１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥８，０７０，０００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 ￥８，４７３，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成24年11月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社平田設備工産 10,000,000 円
株式会社上田建築工務店 10,000,000 円
三黄建設株式会社 8,070,000 円
堀舗道建設㈱交野営業所 10,000,000 円
河本技建工業株式会社交野営業所 8,070,000 円
株式会社正栄土木交野支店 10,730,000 円
株式会社西村工業交野営業所 8,540,000 円
森本水道工業株式会社 8,070,000 円
株式会社前田造園交野支店 10,500,000 円
共栄設備工業株式会社交野営業所 10,100,000 円
安積建設株式会社交野営業所 欠席
豊成建設工業株式会社交野営業所 8,070,000 円 落札（くじ）
河本興業株式会社交野営業所 欠席
有限会社和紀総合 10,000,000 円
北口工業株式会社 10,000,000 円

土工　1.0式
法面工　1.0式
水路工　Ｌ＝132.5ｍ
撤去工　1.0式
仮設工　1.0式
施工延長　Ｌ＝132.5ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市第２期特定健康診査等実施計画策定業務委託

2. 工事場所 交野市役所

3. 工　　　期 平成２４年１１月１日～平成２５年３月３１日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年10月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，２４７，０００円　(消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所

9.契約金額 ￥７０３，５００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年11月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
ジェイエムシー株式会社大阪支店 1,040,000 円
株式会社ジャパンインターナショナ
ル総合研究所

670,000 円 落札

株式会社メディカルケア 辞退
日本医療事務センター大阪北支社 辞退
株式会社メディブレーン 1,134,000 円
株式会社名豊 680,000 円

交野市国民健康保険特定健診等実施計画に基づき収集した
データの分析を行い、平成２５年度以降の効果的な実施方法
を検討する。また、第２期交野市国民健康保険特定健診等実
施計画を作成する。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部地区汚水管布設工事に伴う測量設計委託

2. 工事場所 交野市私部１・３・５・６丁目地内

3. 工　　　期 平成２４年１１月２日～平成２５年３月１日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年10月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，９８０，０００円　(消費税を含む）

8.契約の相手方 近畿技術コンサルタンツ株式会社

9.契約金額 ￥５，７７５，０００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年11月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社エハラ 5,780,000 円
株式会社共和技術研究所 10,225,000 円
近畿技術コンサルタンツ株式会社 5,500,000 円 落札
株式会社国土開発センター大阪支 6,915,000 円
全日本コンサルタント株式会社 6,915,000 円
株式会社トーニチコンサルタント西
日本支社

6,284,000 円

日本上下水道設計株式会社大阪
総合事務所

8,500,000 円

測量業務
　平板測量　　　　　　　　　　 Ａ＝0.005㎢
　４級水準測量　　　　　　　　 Ｌ＝1.32㎞
　縦断測量　　　　　　　　　　 Ｌ＝1.32㎞
　横断測量　　　　　　　　　　 Ｌ＝1.32㎞
設計業務
　実施設計　開削工法φ 200ｍｍ  Ｌ＝1.32㎞
　　　　　　（耐震レベル１）
地質調査業務
　ボーリング調査　　　　　　　 1か所

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成24年度　自動車騒音常時監視に係る面的評価業務委託

2. 工事場所 市内主要幹線道路（一般国道1号他6路線）

3. 工　　　期 平成２４年１１月２日～平成２５年３月１５日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年10月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，７０１，０００円　(消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社環境総合テクノス

9.契約金額 ￥４４１，０００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年11月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
応用技術株式会社 860,000 円
株式会社アクト音響振動調査事務所 480,000 円
中外テクノス株式会社関西支社 580,000 円
株式会社環境総合テクノス 420,000 円 落札
株式会社総合環境計画大阪支社 770,000 円
環境計測株式会社 3,600,000 円
帝人エコ・サイエンス㈱関西事業所 2,540,000 円

本市が提供する自動車騒音の測定結果等に基づき、常時監
視対象路線について、受託者がデータ入力・更新及び演算処
理を行い、その結果を環境省への報告資料を作成するととも
に、市職員がシステムを使用できるよう設定作業等を行う。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成２４年度交野市航空写真撮影業務委託

2. 工事場所 交野市全域

3. 工　　　期 平成２４年１１月１日～平成２５年３月２９日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年10月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，４０２，０００円　(消費税を含む）

8.契約の相手方 カンゼ航測株式会社

9.契約金額 ￥３，３６０，０００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年11月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
カンゼ航測株式会社 3,200,000 円 落札
アジア航測株式会社大阪支店 4,070,000 円
国際航業株式会社大阪支店 3,750,000 円
株式会社パスコ大阪支店 3,580,000 円
朝日航洋株式会社西日本空情支社 3,500,000 円

航空写真撮影及び画像処理

入札金額（消費税を除く）


