
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 藤が尾5丁目地内汚水管布設工事

2. 場　　　所 交野市藤が尾5丁目地内

3. 期　　　間 平成28年11月1日～平成29年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年10月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２６，６７６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１９，６３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 堀舗道建設株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥２１，２００，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年11月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 19,630,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 19,630,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 19,630,000 円

橘内建設株式会社交野支店 交野市私部5-22-6 19,630,000 円

佐藤土木工業株式会社交野営業所 交野市郡津2-29-27 19,630,000 円

交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4-47-7 19,630,000 円

安積建設株式会社交野営業所 交野市星田西4-11-4 19,630,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 19,630,000 円

河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2-13-18 19,630,000 円

株式会社エーティエヌ交野営業所 交野市南星台2-1-3 辞退

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 辞退

株式会社西村工業交野営業所 交野市東倉治4-47-9 19,630,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 19,630,000 円

株式会社パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 19,630,000 円

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 19,630,000 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 19,630,000 円

株式会社森長工業交野支店 交野市倉治5-1-43 19,630,000 円

山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6-37-6 19,630,000 円

株式会社正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 辞退

河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私部3-12-16 19,630,000 円

有限会社サンコー交野営業所 交野市幾野4-23-21 辞退

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 19,630,000 円

堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市天野が原町2-4-15 19,630,000 円 落札（くじ）

有限会社平林建設交野営業所 交野市倉治5-16-6 19,630,000 円

株式会社戸田設備工業所交野支店 交野市私部西5-15-12 19,630,000 円

株式会社中央土木交野営業所 交野市星田北1-43-2 19,630,000 円

管渠工（開削）φ200mm　・・・　l=162.89m
組立マンホール工（組立1号、方円1号）　・・・　5箇所
小型マンホール工　・・・　3箇所
ます設置工（塩ビ製）　・・・　8箇所
ます蓋取替工（Co製）　・・・　27箇所
取付管布設工　・・・　36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 地方公営企業法適用支援業務委託

2. 場　　　所 交野市私部１－１－１

3. 期　　　間 平成28年11月2日～平成31年3月25日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年10月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥９４，３０５，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 朝日航洋㈱西日本空情支社

9.契約金額 ￥９２，８８０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年11月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

朝日航洋㈱西日本空情支社 吹田市垂水町3-35-31 88,000,000 円 86,000,000 円 落札

法適用移行事務支援　　　　　　　 　一式
固定資産調査及び評価　　　　　　　一式
下水道台帳管理システム構築　　　一式

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 平成28年度交野市航空写真撮影業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成28年11月1日～平成29年3月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年10月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，４１２，８００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 ￥３，３４８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年11月1日

11.参加業者等

指名業者名 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 3,100,000 円 落札

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）

3,400,000 円

中日本航空株式会社大阪
支店

八尾市空港2-12 3,880,000 円

アジア航測株式会社大阪支
店

大阪市北区天満橋1-8-30OAPタ
ワー

4,042,000 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 3,500,000 円

航空写真撮影及び画像処理（1/10,000）
　※地図ソフトウェアは、ＳＩＳ Map Managerを使用する。

入札金額（消費税を除く）

交野市全域



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成28年度自動車騒音常時監視に係る面的評価業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成28年11月2日～平成29年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年10月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７１２，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社アクト音響振動調査事務所

9.契約金額 ￥４３２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年11月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 400,000 円

応用技術株式会社
大阪市北区中崎西2-4-12梅田
センタービル

辞退

株式会社アクト音響振動調
査事務所

大阪市淀川区西中島4-6-29 400,000 円 落札（くじ）

株式会社中央クリエイト関西
支店

大阪市淀川区西中島1-15-2 500,000 円

株式会社長大大阪支社 大阪市西区新町2-20-6 4,350,000 円

・道路調査及び沿道調査
　　道路構造条件、騒音対策状況等、また、沿道の住居等の属性
等の調査。
・各種設定
　　面的評価支援システムへ、調査結果の入力・設定。
・騒音推計
・報告資料の作成

市内主要幹線道路（一般国道1号 他6路線）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立郡津・岩船小学校屋上防水改修工事設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成28年11月2日～平成29年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年10月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，８５１，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 一級建築士事務所クリエイトクモカワ

9.契約金額 ￥１，６２０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年11月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社アリス建築設計事
務所

大阪府枚方市大垣内町2-7-21 欠席

株式会社アイ・エフ建築設計
研究所

大阪市中央区船越町1-3-4　ﾂ
ﾘｰﾓﾝﾄ5F

2,400,000 円

一級建築士事務所藤井設
計事務所

交野市私部6-35-4 1,600,000 円

一級建築士事務所クリエイト
クモカワ

交野市私部3-11-7 1,500,000 円 落札

翔夢建築設計事務所
交野市私部2-11-30　プライム
コート201

1,700,000 円

設計業務一式
　直接人件費　　　　一式
　諸経費　　　　　　　一式
　技術料等経費　　 一式
　特別経費　　　　　 一式

交野市郡津4-13-1　他1箇所

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・旭小学校屋上防水改修工事設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成28年11月2日～平成29年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年10月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，１８１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 一級建築士事務所藤井設計事務所

9.契約金額 ￥１，９４４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年11月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社金沢設計事務所
大阪市天王寺区四天王寺1-14-
22

2,900,000 円

株式会社施設工学研究所 大阪市北区万歳町4-12 辞退

一級建築士事務所藤井設
計事務所

交野市私部6-35-4 1,800,000 円 落札

一級建築士事務所クリエイト
クモカワ

交野市私部3-11-7 辞退

翔夢建築設計事務所
交野市私部2-11-30　プライム
コート201

1,900,000 円

設計業務一式
　直接人件費　　　　一式
　諸経費　　　　　　　一式
　技術料等経費　　 一式
　特別経費　　　　　 一式

入札金額（消費税を除く）

交野市星田3-33-4　他1箇所



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 都市公園施設更新工事

2. 場　　　所 交野市私部6丁目地内　他

3. 期　　　間 平成28年11月2日～平成29年3月17日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年10月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，８７１，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７，１２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 交野造園

10.契約金額 ￥８，８０２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年11月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 辞退

石田造園土木株式会社交野支店 交野市寺2-18-17 9,060,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 8,150,000 円 落札

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 辞退

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 8,498,000 円

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 8,621,000 円

株式会社山満造園本店 交野市私市5-17-11 8,300,000 円

撤去工　　　一式
設置工　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 ちびっこ広場施設更新工事

2. 場　　　所 交野市倉治7丁目地内　他

3. 期　　　間 平成28年11月2日～平成29年3月17日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年10月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，３９１，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，０３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社山満造園本店

10.契約金額 ￥７，５６０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年11月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 辞退

石田造園土木株式会社交野支店 交野市寺2-18-17 7,495,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 ※指名無効

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 辞退

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 7,500,000 円

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 7,700,000 円

株式会社山満造園本店 交野市私市5-17-11 7,000,000 円 落札

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。

撤去工　　　一式
設置工　　　一式
付帯工　　  一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田7号線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市星田4丁目地内

3. 期　　　間 平成28年11月2日～平成29年2月24日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年10月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，３８９，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，８５０，０００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 ￥４，１５８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年11月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 3,850,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 3,850,000 円 落札（くじ）

株式会社正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 3,850,000 円

有限会社古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 3,850,000 円

株式会社ケイ・エス 交野市私部5-19-6 3,850,000 円

撤去工　　　　Ａ＝641㎡
舗装工　　　　Ａ＝641㎡
側壁設置工　Ｎ＝1箇所
区画線工　　 一式
付帯工　　　　一式

施工延長　Ｌ＝133m
施工面積　Ａ＝641㎡

入札金額（消費税を除く）


