
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 倉治2丁目地内汚水管布設工事

2. 工事場所 交野市倉治2丁目地内

3. 工　　　期 平成27年11月2日～平成28年3月11日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年10月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３８，１９９，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２８，９２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱中央土木交野営業所

10.契約金額 ￥３１，２３３，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年11月2日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
佐藤土木工業㈱交野営業所 交野市郡津2-29-27 28,920,000 円
㈱中央土木交野営業所 交野市星田北1-43-2 28,920,000 円 落札（くじ）

管きょ工（開削）φ 200mm　ℓ＝38.17m
管きょ工（小口径管推進工）φ 200mm　ℓ＝49.30m
管きょ工（小口径管推進工）φ 200mm（鋼管φ 350mm）　ℓ＝9.72m
マンホール工（組立１号、方円１号、小型）　一式
立坑工　一式
取付管及びます工　一式
付帯工　一式
施工延長L＝106.4m　施工面積A=389.69㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 ちびっこ広場施設更新工事

2. 工事場所 交野市星田2丁目地内他

3. 工　　　期 平成27年11月4日～平成28年2月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年10月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１４，２４５，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１０，６２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈱前田造園交野支店

10.契約金額 ￥１３，４８９，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年11月2日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 12,490,000 円 落札
創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 12,700,000 円

撤去工　一式
設置工　一式
付帯工　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 私市山手地区汚水管改築に伴う実施設計委託

2. 事業場所 交野市私市山手1・2丁目地内

3. 期　　　間 平成27年11月2日～平成28年3月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年10月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１０，５９４，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱不二設計コンサルタント

9.契約金額 ￥４，６１１，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年11月2日

11.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所
適
用

㈱寛設計事務所 大阪市北区西天満5-2-18 8,500,000 円
㈱三水コンサルタント大阪支社 大阪市北区中之島6-2-40 4,770,000 円
㈱エース大阪支社 大阪市中央区釣鐘町2-1-4-304 10,000,000 円
㈱エヌイーエス 大阪市北区浪花町14-25 6,300,000 円

㈱東京設計事務所関西支社
大阪市淀川区西宮原1-8-29テラサキ第2
ビル

6,500,000 円

㈱キミコン　関西支店 大阪市淀川区木川東3-5-15-808 5,990,000 円
㈱大建技術コンサルタンツ 大阪市中央区南新町1-3-10 7,620,000 円
㈱サンテック 枚方市南中振1-1-28 6,980,000 円
㈱関西コンサルタント 大阪市中央区谷町4-4-15 6,000,000 円
㈱国土開発センター　大阪支店 大阪市浪速区大国1-2-21 辞退
㈱不二設計コンサルタント 柏原市安堂町1-29　大清ビル 4,270,000 円 落札
㈱エハラ 東大阪市永和2-13-9 7,890,000 円
㈱浪速技研コンサルタント 茨木市下穂積1-2-29 5,900,000 円
近畿技術コンサルタンツ㈱ 大阪市中央区谷町2-6-4　谷町ビル 6,150,000 円
㈱関西エンジニヤリング大阪営
業所

大阪市西淀川区姫里1-20-3 5,195,000 円

㈱アスコ 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 5,640,000 円
㈱日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 6,100,000 円
㈱シードコンサルタント大阪支社 大阪市天王寺区上本町6-6-2 5,841,000 円

実施設計
　管布設替工（内径１２００ｍｍ未満）　Ｌ＝５４６．８９ｍ
　レベル１地震動対応
地質調査業務
　機械ボーリング　２箇所（１０ｍ／箇所）
　資料試験
　標準貫入試験　２０回
測量業務
　現地測量　３７８６㎡
　縦断測量　Ｌ＝５４６．８９ｍ
　横断測量　Ｌ＝５４６．８９ｍ

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 平成２７年度自動車騒音常時監視に係る面的評価業務委託

2.事業場所

3.期間 平成27年11月4日～平成28年3月31日

4.概要

5.入札日 平成27年10月29日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥７８８，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱環境総合テクノス

9.契約金額 ￥３１３，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年11月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

㈱環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 290,000 円 落札
㈱アクト音響振動調査事務所 大阪市淀川区西中島4-12-22 380,000 円
㈱総合環境計画大阪支社 大阪市西区立売堀1-3-13 740,000 円
中外テクノス㈱関西支社 大阪市北区中崎西4-3-27 600,000 円
帝人エコ・サイエンス㈱関西事
業所

大阪府茨木市南目垣1-4-1 490,000 円

交野市内主要幹線道路（一般国道１号他６路線）

各種調査
　道路調査（道路構造条件、騒音対策状況、交通流条件等の調査）
　沿道調査（道路端から５０ｍ範囲内の住居等の属性（建物の戸数、階数、用途、構造等）等の調査）
各種設定
騒音推計
報告資料の作成

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 南星台本線他舗装補修測量業務

2.事業場所 交野市南星台3丁目他地内

3.期間 平成27年11月4日～平成28年1月29日

4.概要

5.入札日 平成27年10月29日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥１，２８５，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ㈱夏目技術コンサルタント

9.契約金額 ￥６４８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年11月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適用

浜エンジニアリング㈱大阪支店 交野市東倉治3-10-8 900,000 円
㈱家永技建 交野市幾野6-11-1 900,000 円
扇コンサルタンツ㈱大阪支店 枚方市田口山3-23-12 1,000,000 円
㈱サンテック 枚方市南中振1-1-28 1,500,000 円
㈱夏目技術コンサルタント 枚方市宮之下町8-2 600,000 円 落札

４級基準点測量　８点
現地測量　一式
Ａ＝０．０１ｋ㎡

一回目入札金額
（消費税を除く）

二回目入札金額
（消費税を除く）

三回目入札金額
（消費税を除く）


