
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田私市線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市妙見坂3丁目地内

3. 期　　　間 平成28年12月2日～平成29年3月16日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年11月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１８，０２５，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１３，１１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社平田設備工産

10.契約金額 ￥１４，１５８，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年12月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 13,110,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 13,110,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 13,110,000 円 落札（くじ）

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 13,110,000 円

橘内建設株式会社交野支店 交野市私部5-22-6 13,110,000 円

河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2-13-18 13,110,000 円

株式会社正栄土木交野支店 交野市青山2-3-1 13,110,000 円

株式会社西村工業交野営業所 交野市東倉治4-47-9 13,110,000 円

山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6-37-6 13,110,000 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 13,110,000 円

有限会社サンコー交野営業所 交野市幾野4-23-21 13,110,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 13,110,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 13,110,000 円

河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私部3-12-16 13,110,000 円

岩熊土木工業株式会社交野支店 交野市東倉治1-24-6 13,110,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 13,110,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 辞退

交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4-47-7 13,110,000 円

佐藤土木工業株式会社交野営業所 交野市郡津2-29-27 13,110,000 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 13,110,000 円

株式会社中央土木交野営業所 交野市星田北1-43-2 13,110,000 円

株式会社パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 13,110,000 円

撤去工　　　一式
舗装工　　　Ａ＝1656㎡
区画線工　 一式
付帯工　　　一式
施工延長　Ｌ＝256m
施工面積　Ａ＝1656㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 学校トイレ簡易改修工事

2. 場　　　所 交野市星田3-33-4　他2箇所

3. 期　　　間 平成28年12月2日～平成29年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年11月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２８，１５５，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２２，１５０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 若林設備工業株式会社交野支店

10.契約金額 ￥２３，９２２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年12月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 辞退

若林設備工業株式会社交野支店 交野市倉治3-24-8 22,150,000 円 落札（くじ）

株式会社戸田設備工業所交野支店 交野市私部西5-15-12 22,150,000 円

河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私部3-12-16 22,150,000 円

株式会社森長工業交野支店 交野市倉治5-1-43 22,150,000 円

洋式便器改修台数等
　星田小学校　25台
　岩船小学校　19台　他に老朽ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ1箇所改修
　郡津小学校　30台
他改修内容
　ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝの扉　内開きを外開きに改修、鍵の取替

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部西地区汚水管布設に伴う測量設計委託

2. 場　　　所 私部西1丁目、3丁目、4丁目地内

3. 期　　　間 平成28年12月1日～平成29年3月17日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年11月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１３，５２１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社寛設計事務所

9.契約金額 ￥４，１０４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年12月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ワイテック 大阪市中央区玉造2-16-8 8,600,000 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 13,973,000 円

株式会社エース大阪支社 大阪市中央区船越町1-3-4 9,760,000 円

株式会社サンテック 枚方市南中振1-1-28 4,600,000 円

晃和調査設計株式会社 大阪市北区中津3-10-4-301 8,600,000 円

株式会社寛設計事務所 大阪市北区西天満5-2-18 3,800,000 円 落札

キタイ設計株式会社大阪支社 高槻市西真上1-27-3 9,980,000 円

株式会社エヌイーエス 大阪市北区浪花町14-25 8,880,000 円

株式会社キミコン関西支店
吹田市江の木町17-37ｼﾃｨｺｰﾌﾟ江坂303
号室

9,800,000 円

株式会社関西エンジニヤリング大
阪営業所

大阪市西淀川区姫里1-20-3 5,695,000 円

株式会社ムロガ箕面事務所 箕面市牧落3-14-32 7,300,000 円

株式会社不二設計コンサルタント 柏原市安堂町1-29　大清ビル 8,900,000 円

株式会社西日本設計 大阪市天王寺区寺田町2-5-14 7,200,000 円

株式会社アスコ大東 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 8,000,000 円

株式会社オリンピアコンサルタント
大阪営業所

大阪市東住吉区駒川1-18-19 4,130,000 円

株式会社井沢設計 八尾市南小阪合町5-8-30 6,980,000 円

株式会社ジャパックス大阪支店 吹田市江坂町1-6-6 6,500,000 円

株式会社ジェイプス大阪事務所 大阪市中央区安土町1-6-14 6,800,000 円

株式会社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 5,330,000 円

下水道業務
　新設・詳細設計（内径1200mm未満）　　　619m
　耐震設計（応答変位法）（レベル1地震動）
測量業務
　4級水準測量　　　0.619km
　現地測量　　　　　 0.0186㎢
　縦断測量　　　　　 0.619km
　横断測量　　　　　 0.619km
地質調査
　土質ボーリング等　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私部4丁目地内汚水管布設に伴う測量設計委託

2. 場　　　所 私部4丁目地内

3. 期　　　間 平成28年12月1日～平成29年3月17日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年11月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１１，８０４，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社オリンピアコンサルタント大阪営業所

9.契約金額 ￥３，３４８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成28年12月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社ワイテック 大阪市中央区玉造2-16-8 5,480,000 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 6,190,000 円

株式会社エース大阪支社 大阪市中央区船越町1-3-4 8,680,000 円

株式会社サンテック 枚方市南中振1-1-28 3,700,000 円

株式会社寛設計事務所 大阪市北区西天満5-2-18 3,100,000 円

キタイ設計株式会社大阪支社 高槻市西真上1-27-3 8,580,000 円

株式会社エヌイーエス 大阪市北区浪花町14-25 7,700,000 円

株式会社キミコン関西支店
吹田市江の木町17-37ｼﾃｨｺｰﾌﾟ江坂303
号室

9,000,000 円

株式会社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 4,095,000 円

株式会社ムロガ箕面事務所 箕面市牧落3-14-32 6,000,000 円

株式会社不二設計コンサルタント 柏原市安堂町1-29　大清ビル 4,580,000 円

株式会社西日本設計 大阪市天王寺区寺田町2-5-14 6,200,000 円

株式会社アスコ大東 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 7,000,000 円

株式会社オリンピアコンサルタント
大阪営業所

大阪市東住吉区駒川1-18-19 3,100,000 円 落札（くじ）

株式会社井沢設計 八尾市南小阪合町5-8-30 6,280,000 円

株式会社ジャパックス大阪支店 吹田市江坂町1-6-6 5,500,000 円

株式会社ジェイプス大阪事務所 大阪市中央区安土町1-6-14 5,500,000 円

株式会社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 4,580,000 円

下水道業務
　新設・詳細設計（内径1200mm未満）　　　493m
　耐震設計（応答変位法）（レベル1地震動）
測量業務
　4級水準測量　　　0.493km
　現地測量　　　　　 0.0099㎢
　縦断測量　　　　　 0.493km
　横断測量　　　　　 0.493km
地質調査
　土質ボーリング等　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田西５丁目地内深井戸用水中ポンプ取替え工事

2. 場　　　所 交野市星田西5丁目地内

3. 期　　　間 平成28年12月2日～平成29年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年11月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６０２，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，０００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 光伸株式会社

10.契約金額 ￥２，１６０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年12月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社中央ポンプ製作所 守口市八雲中町3-13-71 2,000,000 円

永田機電工業株式会社 枚方市田口1-23-12 無効 内訳書未提出

株式会社共和技電 寝屋川市中木田町31-13 2,300,000 円

光伸株式会社 大阪市鶴見区鶴見6-9-26 2,000,000 円 落札（くじ）

吉田機電株式会社大阪支店 大阪市東成区東小橋1-15-19 辞退

撤去工　　　　一式
設置工　　　　一式
　・揚水機設置　　　一台
　・揚水管洗浄　　　一式
　・深井戸用水中ポンプ　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成28年度交野市防犯灯LED化事業第3期工事

2. 場　　　所 市内227箇所

3. 期　　　間 平成28年12月1日～平成29年3月10日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年11月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，９０９，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，０７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社興亜電業社交野営業所

10.契約金額 ￥３，３１５，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年12月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社興亜電業社交野営業所 交野市倉治5-6-5 3,070,000 円 落札（くじ）

有限会社アゴーテック 交野市神宮寺1-26-17 3,070,000 円

株式会社北村商店 交野市私部5-2-38 3,070,000 円

株式会社水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 3,070,000 円

有限会社岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 3,070,000 円

橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 3,070,000 円

灯具取替
　LED防犯灯10VA　　　N=227台

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手地区汚水管改築工事に伴う付帯工事

2. 場　　　所 交野市私市山手1丁目、2丁目地内

3. 期　　　間 平成28年12月1日～平成29年3月10日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成28年11月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，７０８，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，４２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 北口工業株式会社

10.契約金額 ￥３，６９３，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成28年12月1日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

有限会社川人設備 交野市青山1-17-4 3,420,000 円

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 3,420,000 円 落札（くじ）

オーレス株式会社 交野市天野が原町4-13-8 3,420,000 円

河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2-13-18 辞退

株式会社ケイ・エス 交野市私部5-19-6 3,420,000 円

舗装撤去工　　　　一式
舗装復旧工　　　　908.57㎡
区画線工　　　　　 一式
仮設工　　　　　　　一式

入札金額（消費税を除く）


