
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市固定資産評価システム課税等データ更新関連業務委託

2. 場　　　所 交野市役所（交野市私部１－１－１）

3. 期　　　間 令和2年10月1日から令和7年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年9月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥４３，９６７，０００円（消費税を含む）

8. 最低制限価格 ￥　　　－　　　　　　円（消費税を含まない）

9. 契約の相手方 カンゼ航測株式会社

10.契約金額 ￥４３，８９０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年10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 39,900,000 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

42,000,000 円

固定資産評価システム運用
航空写真撮影
地図ソフトウェアは「SIS Map Manager」を使用する。
航空写真は、12㎝解像度の精密オルソ画像で納品する。

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田北５丁目地区汚水管布設に伴う測量設計委託

2. 場　　　所 交野市星田北５丁目地内

3. 期　　　間 令和2年10月1日から令和3年3月10日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年9月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２４，４９７，０００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アリング大阪営業所

10.契約金額 ￥９，６８０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

アーステック株式会社大阪支店 豊中市本町3丁目1番41-201号 16,000,000 円

株式会社エース大阪支社 大阪市中央区船越町1-3-4 13,000,000 円

株式会社エハラ 東大阪市永和2-13-9 16,629,000 円

株式会社弘洋コンサルタンツ大阪支店
大阪府大阪市淀川区西中島3丁目
11-10　新三宝ビル403

13,800,000 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

8,800,000 円 落札

株式会社復建技術コンサルタント関西支店 大阪市中央区博労町1-8-8 17,803,000 円

株式会社ＮＪＳ大阪総合事務所 大阪市中央区久太郎町4-1-3 9,400,000 円

一般財団法人都市技術センター 大阪市中央区船場中央2-2-5-206 22,659,000 円

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

18,497,000 円

株式会社ジャパックス大阪支店 吹田市江坂町1-6-6 辞退

下水道業務
　開削工法　新設・詳細設計（内径1200mm未満）　L=729m
　推進工法　新設・詳細設計（内径1200mm未満）　L=263ｍ

測量業務
　４級水準測量　L=0.99ｋｍ
　現地測量　A=0.009㎢
　縦断測量　L=0.99ｋｍ
　横断測量　L=0.99ｋｍ

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部西線（無名橋）他橋梁補修設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年10月2日から令和3年3月10日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，０９４，０００円（消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　　　―

9. 契約の相手方 国土工営コンサルタンツ株式会社

10.契約金額 ￥５，４７８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

国土工営コンサルタンツ株式会社 大阪市東淀川区東中島1-6-14 無効 ※ 4,980,000 円 落札

株式会社修成建設コンサルタント
大阪市北区野崎町7-8　梅田パークビル
8F

－ 辞退

株式会社長大テック大阪支店 大阪市西区新町2-20-6 7,000,000 円 辞退

東洋技研コンサルタント株式会社 大阪市淀川区新北野1-14-11 － 辞退

株式会社新洲大阪支店 高槻市美しが丘2-8-22 6,240,000 円 辞退

株式会社大建技術コンサルタンツ 大阪市中央区南新町1-3-10 － 辞退

※入札書記載不備のため

交野市天野が原町１丁目地内他

直接人件費　　　　　　　　　　　　直接経費
　計画準備・・・・・・・・・１式　　調査試験費・・・・・・１式
　既存資料収集整理及び　　　　　　　旅費交通費・・・・・・１式
　現地踏査・・・・・・・・・１式　　電子成果品作成費・・・１式
　現地調査・・・・・・・・・１式
　橋梁補修詳細設計・・・・・１式
　報告書作成・・・・・・・・１式
　打合せ協議・・・・・・・・１式

１回目入札金額
（消費税を除く）

2回目入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 準用河川免除川構造物点検調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年10月2日から令和3年2月26日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，２３６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社浪速技研コンサルタント

10.契約金額 ￥４，１８０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社浪速技研コンサルタント 茨木市下穂積1-2-29 3,800,000 円 落札

株式会社五星関西支社 大阪市東成区中道3-17-12 4,500,000 円

株式会社ＣＰＣ 大阪市西区阿波座2-1-1 － 辞退

第一設計監理株式会社枚方営業所 枚方市楠葉丘2-8-27 7,000,000 円

伸栄開発株式会社大阪支店 大阪市淀川区西中島1-9-20 7,000,000 円

株式会社弘洋コンサルタンツ　大阪支
店

大阪府大阪市淀川区西中島3丁目11-
10　新三宝ビル403

8,000,000 円

交野市大字倉治地内他

測量業務
　河川測量・作業計画　１式　河川測量・現地踏査　L=3.68㎞
　河川定期横断測量　N=36点　４級水準測量　L=3.68㎞　安全費　一式
設計業務
　計画準備　１式　　　調査・点検(L=3.68㎞)　１式
　打合せ協議(中間１回)　１式　　報告書作成　１式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部３丁目地内汚水管布設工事

2. 場　　　所 交野市私部３丁目地内

3. 期　　　間 令和2年10月1日から令和3年1月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，７３１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，９８０，０００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 ￥４，３７８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年10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
大阪府交野市星田北6丁目2番14
号

辞退

三黄建設株式会社 大阪府交野市星田西３－１６－３ 辞退

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6-2-12 3,980,000 円

有限会社　和紀総合
大阪府交野市郡津１丁目５５番１３
号

3,980,000 円 落札（くじ）

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 4,600,000 円

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

3,980,000 円

管きょ工（開削）　　L=41.90ｍ
組立マンホール工　　　　1箇所
ます設置工　　　　　　　5箇所
取付管布設工　　　　　　5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 郡津倉治幹線人孔蓋取替工事

2. 場　　　所 交野市倉治3丁目地内他

3. 期　　　間 令和2年10月1日から令和3年2月26日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年9月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥１７，４２４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１２，２７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社中央土木　交野営業所

10.契約金額 ￥１３，４９７，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社　川人設備 交野市青山１丁目１７番４号 12,270,000 円

有限会社　和紀総合
大阪府交野市郡津１丁目５５番１３
号

12,270,000 円

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 12,270,000 円

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

12,270,000 円

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 12,270,000 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

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 12,270,000 円

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４ー１７ー６号 12,270,000 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 12,270,000 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

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 12,270,000 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 12,270,000 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 12,270,000 円

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6-2-12 12,270,000 円

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治4丁目47番7号 - 辞退

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 12,270,000 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 12,270,000 円

株式会社　中央土木　交野営業所
大阪府交野市星田北１丁目４３番２
号

12,270,000 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 12,270,000 円

三黄建設株式会社 大阪府交野市星田西３－１６－３ 12,270,000 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 12,270,000 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 12,270,000 円

株式会社　姫技建 大阪府交野市向井田1丁目51番6号 - 辞退

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 12,270,000 円

株式会社 上田建築工務店 大阪府交野市郡津５－４７－１２ 12,270,000 円

オーレス株式会社 交野市天野が原町４丁目１３番８号 12,270,000 円

有限会社平林建設　交野営業所 大阪府交野市倉治5丁目16番6号 - 辞退

株式会社中正　交野支店 交野市私部西3丁目11番16号 12,270,000 円

管路土工　１式
人孔蓋取替工　N=４０箇所
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 私部幹線他人孔蓋取替工事

2. 場　　　所 交野市寺１丁目地内他

3. 期　　　間 令和2年10月1日から令和3年2月26日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年9月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥２０，１３０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１４，２１０，０００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 ￥１５，６３１，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社中正　交野支店 交野市私部西3丁目11番16号 14,210,000 円

株式会社　中央土木　交野営業所
大阪府交野市星田北１丁目４３番２
号

14,210,000 円

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４ー１７ー６号 14,210,000 円

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6-2-12 14,210,000 円

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 14,210,000 円

山本工業株式会社交野支店 大阪府交野市星田北6丁目37番6号 14,210,000 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 14,210,000 円

有限会社　和紀総合
大阪府交野市郡津１丁目５５番１３
号

14,210,000 円

有限会社　川人設備 交野市青山１丁目１７番４号 14,210,000 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 14,210,000 円

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 14,210,000 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 14,210,000 円

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 14,210,000 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 14,210,000 円
落札候補者
第1位（くじ）

株式会社　姫技建 大阪府交野市向井田1丁目51番6号 14,210,000 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 14,210,000 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 14,210,000 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 14,210,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7丁目2076番1 14,210,000 円

株式会社 上田建築工務店 大阪府交野市郡津５－４７－１２ 14,210,000 円

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

14,210,000 円

オーレス株式会社 交野市天野が原町４丁目１３番８号 14,210,000 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 14,210,000 円

三黄建設株式会社 大阪府交野市星田西３－１６－３ 14,210,000 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 14,210,000 円

管路土工　　　１式
人孔蓋取替工　Ｎ=４４箇所
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 星田藤が尾線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市藤が尾6丁目地内他

3. 期　　　間 令和2年10月2日から令和3年2月26日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年9月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥１１，７０４，０００円（消費税を含む）

8. 最低制限価格 ￥８，１９０，０００円（消費税を含まない）

9. 契約の相手方 三黄建設株式会社

10.契約金額 ￥９，００９，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社　和紀総合
大阪府交野市郡津１丁目５５番１３
号

8,190,000 円

株式会社　前田造園　交野支店 大阪府交野市私部５－２－３３ 8,190,000 円

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 8,190,000 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 － 辞退

株式会社　西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 8,190,000 円

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４ー１７ー６号 8,190,000 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 － 辞退

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 8,190,000 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 8,190,000 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 8,190,000 円

株式会社　雨田組 大阪府交野市星田北6-2-12 8,190,000 円

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治4丁目47番7号 － 辞退

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 8,190,000 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 8,190,000 円

株式会社　中央土木　交野営業所
大阪府交野市星田北１丁目４３番２
号

8,190,000 円

三黄建設株式会社 大阪府交野市星田西３－１６－３ 8,190,000 円
落札候補者
第1位（くじ）

株式会社　姫技建 大阪府交野市向井田1丁目51番6号 8,190,000 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 8,190,000 円

株式会社 上田建築工務店 大阪府交野市郡津５－４７－１２ 8,190,000 円

交野市水道サービス株式会社 交野市私市2丁目24番1号 8,190,000 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 8,190,000 円

株式会社中正　交野支店 交野市私部西3丁目11番16号 8,190,000 円

本工事費
　撤去工・・・・・1式
　舗装工・・・・・1,484㎡
　区画線工・・・1式
　付帯工・・・・・１式
　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 （都）星田駅前線街路事業分筆登記業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年10月2日から令和3年3月26日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，５８４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 阪本登記測量事務所

10.契約金額 ￥１，２９８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

冨田登記測量事務所 交野市私部西1-6-5-210 2,187,000 円

吉田登記測量事務所 交野市郡津4-3-6 2,300,000 円

土地家屋調査士法人コクド 寝屋川市木田町3-26-105 1,880,000 円

水野土地家屋調査士事務所 枚方市楠葉並木2-22-10 2,350,000 円

阪本登記測量事務所 大阪府枚方市楠葉並木二丁目29番7号 1,180,000 円 落札

枚方市高田１丁目地内

資料調査　12筆
事前調査　１件
境界確認　１９０点
引照点確認　２３点
復元測量　４０点
境界点測設　２０点
分筆申請手続き　２７筆

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和２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 令和2年10月1日から令和3年3月15日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，０１４，２００円（消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　　　―

9. 契約の相手方 株式会社ビィー研究所

10.契約金額 ￥４７８，５００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

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4-6-29 530,000 円

株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 650,000 円

株式会社タツタ環境分析センター 東大阪市岩田町2-3-1 － 辞退

株式会社総合環境計画大阪支社 大阪市西区立売堀1-3-13 1,000,000 円

株式会社ビィー研究所 大阪市淀川区西中島6丁目8番20号 435,000 円 落札

市内主要幹線道路（一般国道1号他6路線）

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

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 消防活動用防火帽の更新

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，５４１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社イマジョー

10.契約金額 ￥２，５４１，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社イマジョー 大阪市生野区巽北4-12-37 2,310,000 円 落札

株式会社赤尾大阪営業部 大阪市西区新町4-13-1 － 辞退

株式会社倉本産業　大阪支店 大阪市中央区本町2-1-6 2,541,000 円

株式会社ナカムラ消防化学大阪営業
所

大阪市西淀川区大和田5-21-20-102 - 欠席

株式会社阪和総合防災 南大阪支店 堺市中区深井清水町3576 - 欠席

交野市消防本部（交野市天野が原町4丁目8-1）

防火帽（ヘルメット。しころ付き）　77個

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 新型コロナウイルス感染症対策における物品購入事業

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和2年11月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和2年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６０７，０００円（消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　　　―

9. 契約の相手方 有限会社コバシ産業

10.契約金額 ￥２，２８８，５５０円（消費税を含む）

11.契約日 令和2年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社たまゆら 枚方市南中振3-5-1 － 欠席

株式会社ミヨシ 大阪市浪速区桜川4-10-27 － 辞退

株式会社コバシ産業 交野市星田北5-6-12 2,080,500 円 落札

株式会社メディセオ枚方支店 枚方市春日西町1-2-1 － 辞退

アルフレッサ株式会社交野支店 交野市私部1-7-3 － 辞退

株式会社ホウセイ 交野市青山3-18-14 － 欠席

交野市危機管理室（交野市私部１－１－１）

・三層構造不織布マスク（５０枚入り）　４８０箱
・抗ウイルス・抗菌剤（４リットル）　　１５９本

入札金額
（消費税を除く）


