
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 土壌調査業務

2. 場　　　所 交野市松塚39番先

3. 期　　　間 平成30年11月1日から平成31年2月8日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年10月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，３３２，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 第一建設設計株式会社

10.契約金額 ￥１，９４４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

第一建設設計株式会社
大阪市北区長柄西1-3-19 第一天六ビ
ル

1,800,000 円 落札

川崎地質株式会社 西日本支社 大阪市西区北堀江2-2-25 辞退

中央復建コンサルタンツ株式会社 大阪市東淀川区東中島4-11-10 5,500,000 円

株式会社ウエスコ関西支社 大阪市中央区大手通2-2-13 3,000,000 円

株式会社日建技術コンサルタント 大阪市中央区谷町6-4-3 2,100,000 円

土質ボーリング　　　　　　　２本
土壌分析　　　　　　　　２０検体
地下水採水及び分析　　２か所
報告書作成　　　　　　　　　１式
打合せ協議　　　　　　　　　1式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 下水道台帳作成業務委託

2. 場　　　所 交野市内

3. 期　　　間 平成30年11月1日から平成31年2月8日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年10月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，１８２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 朝日航洋株式会社 西日本空情支社

10.契約金額 ￥６，０４８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社パスコ大阪支店 大阪市浪速区湊町1-2-3 7,000,000 円

株式会社かんこう大阪支店 大阪市城東区野江1-12-8 6,200,000 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 8,000,000 円

株式会社エイテック 大阪支店 大阪市北区天満1-16-8 7,000,000 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 5,600,000 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

6,200,000 円

地形測量（TS測量、1/500）・・・0.08k㎡
施設現地調査（管渠）・・・2.78㎞
施設現地調査（人孔）・・・79箇所
施設現地調査（公共桝・取付管）・・・482箇所
3級水準測量・・・2.78㎞

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 都市計画道路星田駅前線街路事業に伴う用地確定他測量業務委託

2. 場　　　所 交野市星田北７丁目地内他

3. 期　　　間 平成30年11月2日から平成31年3月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年10月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，８１９，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社ジャパックス 大阪支店

10.契約金額 ￥６，１５６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

玉野総合コンサルタント株式会社 大
阪支店

大阪市中央区北浜2-6-26 9,000,000 円

株式会社かんこう 大阪支店 大阪市城東区野江1-12-8 9,500,000 円

株式会社ジャパックス 大阪支店 吹田市江坂町1-6-6 5,700,000 円 落札

日本測地設計株式会社 関西支店 大阪市浪速区幸町2-7-3 6,000,000 円

株式会社復建エンジニヤリング 大阪市淀川区西中島3-20-9 辞退

昭和株式会社 関西支社 大阪市淀川区西中島5-13-9 5,900,000 円

都市計画道路星田駅前線用地確定測量
・用地測量
・公共用地境界確定協議(L＝465＋135m）
JR星田駅北用地分筆測量
JR河内磐船駅南用地分筆測量

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成30年度 交野市航空写真撮影業務委託

2. 場　　　所 交野市全域

3. 期　　　間 平成30年11月1日から平成31年3月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年10月29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.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 カンゼ航測株式会社

10.契約金額 ￥３，２４０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 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 3,000,000 円 落札

株式会社ＧＥＯソリューションズ 大阪営
業所

大阪市西区新町3-2-18 ＴＭビル3Ｆ 3,500,000 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 5,500,000 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3-2-15 3,210,000 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

3,200,000 円

○航空写真撮影
　・空中写真撮影の空間的範囲　　交野市全域　25.55㎢
　・空中写真撮影の時間的範囲　　航空写真撮影　原則平成31年1月1日
　・複合型エリアセンサ方式デジタルカメラによる撮影
　・航空写真のフォーマットはTIFFとする
○デジタルオルソ画像データ作成　　25.55㎢
　　　　　　　 写真地図情報　　レベル1000
○既存システムへの航空写真データベース更新作業

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 交野市役所（交野市私部１－１－１）

3. 期　　　間 平成30年11月1日から平成31年4月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年10月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，８７０，８００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 ￥２，６８５，６６３円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

ムサシ・アイ・テクノ株式会社 東大阪市長田中3-6-1 欠席

京都工業株式会社 京都府京都市伏見区深草下横縄町15 4,744,000 円

シティコンピュータ株式会社 大阪支
社

大阪市福島区大開2-3-1パネ協大阪セ
ンタービル本館4F

4,355,500 円

株式会社関西情報センター 兵庫県西宮市六湛寺町9-8 4,028,450 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

2,486,725 円 落札

申告書入力
・市申告　　1400件　　　・確申（一般）B　　4300件　　　・確申（分離）B　　800件
・確申（損失）B　105件　　　・ワンストップ特例通知書　　3800件
給報入力
・給与支払報告書　総括表　　9500件
・給与支払報告書　個票　　　25700件

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立岩船小学校他2校サッシ改修工事

2. 場　　　所 交野市森北1-25-1　他2か所

3. 期　　　間 平成30年12月4日から平成31年1月15日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年10月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，７０２，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，３７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社吉信工務店

10.契約金額 ￥４，７１９，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 辞退

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 辞退

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 5,600,000 円 無効※

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 4,370,000 円 落札

株式会社垣本 交野市南星台3-7-8 辞退

北口建設工業株式会社 交野営業所 交野市大字星田5316-42 辞退

サッシ改修工
・障子ビート撤去
・障子シート打設
外れ止め・開き止め取付工

入札金額（消費税を除く）

※入札金額が予定価格を上回ったため



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 天野川緑地健康器具設置工事

2. 場　　　所 交野市星田北1丁目地内

3. 期　　　間 平成30年11月2日から平成31年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年10月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，９９６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，８４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社前田造園 交野支店

10.契約金額 ￥３，３９１，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年11月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 3,700,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 3,550,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 3,340,000 円

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 3,590,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 3,700,000 円

株式会社前田造園 交野支店 交野市私部5-2-33 3,140,000 円 落札

有限会社パーククリエイト 交野支店 交野市郡津1-1-503 3,200,000 円

撤去工　　1式
設置工　　1式
処分工　　1式

入札金額（消費税を除く）


