
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部5丁目地区汚水管布設工事

2. 工事場所 交野市私部5丁目地内

3. 工　　　期 平成26年12月1日から平成27年3月5日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年11月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１５，７０３，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１１，８００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社西工務店

10.契約金額 ￥１２，７４４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年12月1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
株式会社雨田組 交野市星田北6‐2‐12 辞退
株式会社上田建築工務店 交野市郡津5‐47‐12 11,800,000 円
株式会社エイチツーオー交野支店 交野市向井田1‐29‐1 辞退
有限会社和紀総合 交野市郡津1‐55‐13 11,800,000 円
交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4‐47‐7 11,800,000 円
株式会社正栄土木交野支店 交野市青山2‐3‐1 12,800,000 円
株式会社西工務店 交野市私部5‐23‐15 11,800,000 円 落札（くじ）
豊成建設工業株式会社交野営業所 交野市向井田1‐26‐9 11,800,000 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 11,800,000 円
水谷工業株式会社 交野市星田北6‐2‐14 11,800,000 円
山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6‐37‐6 辞退
河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2‐13‐18 欠席
株式会社前田造園交野支店 交野市私部5‐2‐33 11,800,000 円
株式会社西村工業交野営業所 交野市東倉治4‐47‐9 辞退
森本水道工業株式会社 交野市倉治2‐1‐12 資格なし※
有限会社森英興産 交野市南星台2‐1‐2 資格なし※

φ 200mm塩ビ管布設工　ℓ=114.6m
マンホール工　N=5箇所（副管1箇所）
取付管布設工　N=3箇所
付帯工　1式
施工延長　117.3m　施工面積　480.7㎡

※参加資格要件のうち、今年度の落札回数制限に該当したため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 河内森踏切付近森私市線舗装補修工事

2. 工事場所 交野市私市2丁目地内他

3. 工　　　期 平成26年12月2日から平成27年3月6日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

9. 予定価格 ￥８，９９６，４００円（消費税を含む）

10.最低制限価格 ￥６，７５０，０００円（消費税を含まない）　

11.契約の相手方 株式会社ケイ・エス

12.契約金額 ￥７，２９０，０００円（消費税を含む）

13.契約日 平成26年12月1日

14.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
三黄建設株式会社 交野市星田西3‐16‐3 7,500,000 円
有限会社山崎設備 交野市藤が尾4‐17‐6 6,750,000 円
株式会社ケイ・エス 交野市私部6‐21‐2 6,750,000 円 落札（くじ）
有限会社和紀総合 交野市郡津1‐55‐13 6,750,000 円
有限会社古谷建設 交野市藤が尾4‐4‐3 7,310,000 円
株式会社正栄土木交野支店 交野市青山2‐3‐1 6,750,000 円

土工　一式
撤去工　一式
舗装工　Ａ＝８６３．０㎡
区画線工　一式
付帯工　一式
施工延長　Ｌ＝１４３．０ｍ　施工面積　Ａ＝８６３．０㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 天野川緑地コンクリート遊具等補修工事

2. 工事場所 交野市藤が尾１丁目地内

3. 工　　　期 平成26年12月1日から平成27年1月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

9. 予定価格 ￥３，２６１，６００円（消費税を含む）

10.最低制限価格 ￥２，４１０，０００円（消費税を含まない）　

11.契約の相手方 株式会社前田造園交野支店

12.契約金額 ￥２，９６３，５２０円（消費税を含む）

13.契約日 平成26年12月1日

14.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
石田造園土木株式会社交野支店 交野市寺2‐18‐17 辞退
交野造園 交野市私部2‐13‐11 辞退
株式会社グリーン京阪 交野市星田北8‐29‐7 辞退
創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4‐7‐3 3,000,000 円
株式会社総合緑化 交野市星田8‐9‐29 辞退
株式会社前田造園交野支店 交野市私部5‐2‐33 2,744,000 円 落札
株式会社山満造園本店 交野市私市5‐17‐11 無効

撤去工　一式
設置工　一式
補修工　一式
付帯工　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 星田傍示川線道路改良詳細設計業務

2. 事業場所 交野市星田７丁目地内

3. 期　　　間 平成26年12月2日から平成27年2月27日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，５９８，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社エハラ

9.契約金額 ￥４，３２０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年12月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
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 6,300,000 円
株式会社エハラ 東大阪市永和2‐13‐9 4,000,000 円 落札
株式会社日産技術コンサルタント 大阪市中央区大手前1‐2‐15 7,500,000 円
八極設計株式会社 大阪市中央区玉造2‐16‐8 6,000,000 円
第一建設設計株式会社 大阪市北区長柄西1‐3‐19 6,000,000 円
浜エンジニアリング株式会社大阪支店 交野市東倉治3‐10‐8 6,000,000 円

測量
　路線測量　Ｌ＝６４０ｍ
　現地測量　Ａ＝０．００６ｋ㎡
設計
　計画準備　一式　現地踏査　一式
　道路改良詳細設計　一式
　報告書作成　一式
施工延長　Ｌ＝６４０ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 にしゃべ川ポンプ場操作盤改修詳細設計業務

2. 事業場所 交野市私部西２丁目地内

3. 期　　　間 平成26年12月2日から平成27年2月27日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，７９５，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社中央設計技術研究所関西事務所

9.契約金額 ￥２，５９２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年12月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社中央設計技術研究所関西事
務所

大阪市北区中之島3-2-18住友中之島ビル13
階

2,400,000 円 落札

関西技術コンサルタント株式会社 茨木市上中条2‐10‐27 3,100,000 円
株式会社昭和設計コンサルタント 大阪府大阪市北区東天満2‐9‐4 3,458,000 円
協和設計株式会社 茨木市丑寅2‐1‐34 辞退
近畿技術コンサルタンツ株式会社 大阪市中央区谷町2‐6‐4 5,310,000 円

ポンプ室詳細設計
　受変電設備　電気（全工程）　１業務
場内整備詳細設計
　土木（全工程）　１業務
設計協議　中打合せ１回
現地調査



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市私市山手１・２丁目地内宅地内誤接調査業務

2. 事業場所 交野市私市山手１・２丁目地内

3. 期　　　間 平成26年12月1日から平成27年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，７４８円／１戸（消費税を含む）

8.契約の相手方 武田興業株式会社

9.契約金額 ￥７，２３６円／１戸（消費税を含む）

10.契約日 平成26年12月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社エコ・テクノ枚方支店 枚方市北山1‐54‐54 7,000 円／１戸
株式会社大阪環境 守口市佐太中町3‐1‐21 6,800 円／１戸
管清工業株式会社 大阪市城東区成育1‐6‐26 7,000 円／１戸
北大阪環境株式会社 寝屋川市美井元町10‐25 7,500 円／１戸
武田興業株式会社 枚方市東船橋1‐1 6,700 円／１戸 落札
株式会社交野興業交野支店 交野市星田7‐2076‐1 7,200 円／１戸

調査対象戸数　２８３戸
音響試験工　２８３戸
報告書作成工　２８３戸



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立小・中学校窓ガラス清掃業務委託

2. 事業場所 交野市私部1-54-1他13箇所

3. 期　　　間 平成27年1月7日から平成27年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，９３３，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 鳳産業株式会社

9.契約金額 ￥８８５，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年12月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
大建管理株式会社 枚方市出口3‐1‐20 2,593,080 円
株式会社大庫ビルサービス 枚方市樟葉美咲3‐13‐16 1,449,000 円
京阪ビルテクノサービス株式会社 枚方市西禁野1‐3‐35 1,257,000 円
鳳産業株式会社 高槻市八幡町2‐43 820,000 円 落札
関西マネジ興業株式会社 寝屋川市高柳2‐21‐7 1,373,000 円

対象校　小学校１０校　中学校４校
窓ガラス面積
　小学校　８，０９１㎡
　中学校　４，８０４㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 倉治小学校校舎防災機能強化対策工事設計業務委託

2. 事業場所 交野市倉治１－１５－１

3. 期　　　間 平成26年12月2日から平成27年3月25日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，１０６，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社アイ・エフ建築設計研究所

9.契約金額 ￥１，８７９，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年12月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
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 1,740,000 円 落札
株式会社栄和設計事務所 大阪市福島区福島5‐17‐21 2,300,000 円
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 3,700,000 円
藤井設計事務所 交野市私部6‐35‐4 3,500,000 円
株式会社板垣建築事務所 大阪市浪速区日本橋東2‐9‐16 3,500,000 円

建物概要
　用途　校舎
　構造　ＲＣ造３階建
　述べ床面積　２，８１０㎡
　（既存図面一式貸与）
計画概要
　内壁及び外壁、建具（アルミサッシ障子）の改修設計
　照明器具の改修設計
　落下の危険性のある設備等の改修設計（天井等）
　その他改修設計（床等）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 第四中学校屋内運動場防災機能強化対策工事設計業務委託

2. 事業場所 交野市天野が原町５－６５－１

3. 期　　　間 平成26年12月2日から平成27年3月25日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，８４６，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社アイ・エフ建築設計研究所

9.契約金額 ￥１，５６６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年12月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
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 1,450,000 円 落札
株式会社栄和設計事務所 大阪市福島区福島5‐17‐21 2,100,000 円
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 2,900,000 円
藤井設計事務所 交野市私部6‐35‐4 2,800,000 円
株式会社小河建築設計事務所 大阪市中央区博労町1‐7‐16 2,900,000 円

建物概要
　用途　体育館
　構造　ＲＣ造１階建（一部Ｓ造）
　述べ床面積　９１７㎡
　（既存図面一式貸与）
計画概要
　内壁及び外壁、建具の改修設計
　照明器具の改修設計
　落下の危険性のある設備等の改修設計（内壁・バスケットゴール等）
　その他改修設計（床等）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成２６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 市内主要幹線道路（一般国道１号他６路線）

3. 期　　　間 平成26年12月2日から平成27年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８８５，６００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 ￥３１３，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年12月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1‐3‐5 290,000 円 落札
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4‐12‐22 300,000 円
株式会社総合環境計画大阪支社 大阪市西区立売堀1‐3‐13 740,000 円
中外テクノス株式会社関西支社 大阪市北区中崎西4‐3‐27 600,000 円
株式会社中央クリエイト関西支店 大阪市淀川区西中島1-15-2 650,000 円

計画・打合せ　一式
沿道調査　一式
面的評価データ入力　一式
報告書作成　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市星田北地区土地区画整理事業地区界測量業務委託

2. 事業場所 交野市星田北6丁目地内他

3. 期　　　間 平成26年12月2日から平成27年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年11月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，７０６，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社ジャパックス大阪支店

9.契約金額 ￥６，２６４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年12月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
復建調査設計株式会社大阪支社 大阪市淀川区西宮原1‐4‐13 6,800,000 円
株式会社オオバ大阪支店 大阪市中央区淡路町1‐7‐3 6,500,000 円
玉野総合コンサルタント株式会社大阪
支店

大阪市北区西天満1‐2‐5 6,500,000 円

株式会社ジャパックス大阪支店 吹田市江坂町1‐6‐6 5,800,000 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
株式会社八州関西支社 大阪市淀川区西中島6‐11‐25 6,200,000 円

公共用地境界確定協議
（Ｌ＝１．５ｋｍ　Ａ＝３．０ｈａ）　一式
用地測量
（Ｌ＝０．５ｋｍ　Ａ＝１．０ｈａ）　一式
委託延長　Ｌ＝２，０００ｍ　委託面積　Ａ＝４０，０００㎡


