
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手3丁目地内汚水管改築工事（管更生）

2. 場　　　所 交野市私市山手3丁目地内

3. 期　　　間 平成29年7月3日～平成29年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１７，４３１，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１２，７００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 管清工業株式会社大阪支店

10.契約金額 ￥１３，７１６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年7月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7-2076-1 12,700,000 円

株式会社橋本設備工業所 吹田市豊津町19-16 12,700,000 円

株式会社エコ・テクノ　枚方支店 枚方市北山1-54-55 12,700,000 円

株式会社セイワプラント 大阪市住吉区長居4-5-18-104 12,700,000 円

環境テクノス株式会社大阪支店 枚方市招提大谷2-18-1 12,700,000 円

株式会社サンダ 堺市北区金岡町704-1 12,700,000 円

武田興業株式会社 枚方市東船橋1-1 12,700,000 円

有限会社東阪アメニティ 東大阪市上小阪1-8-14 12,700,000 円

株式会社アレイサービス 東大阪市若江南町5-2-38 12,700,000 円

新井建設株式会社 大阪市西淀川区大和田4-2-4 12,700,000 円

株式会社エムライン 大阪市此花区梅町2-2-25 12,700,000 円

管清工業株式会社大阪支店 大阪市城東区成育1-6-26 12,700,000 円 落札（くじ）

平和興業株式会社 大阪市住之江区粉浜西1-2-6 12,700,000 円

北大阪環境株式会社 寝屋川市美井元町10-25 12,700,000 円

一般財団法人 大阪府管更生技術機
構

枚方市牧野本町1-1-59 12,700,000 円

株式会社中井保組 大東市北条3-10-21 12,700,000 円

株式会社ケンセイ 大阪市東淀川区東中島1-18-22 12,700,000 円

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 12,700,000 円

株式会社大阪環境 守口市佐太中町3-1-21 12,700,000 円

柾木工業株式会社 大阪市此花区梅町2-2-25 12,700,000 円

株式会社トキト 堺市中区土師町4-5-17 12,700,000 円

株式会社UDI 枚方市牧野本町1-38-13 12,700,000 円

株式会社アキエンタープライズ 枚方市牧野本町1-1-60 12,700,000 円

株式会社関西工業所 東大阪市俊徳町3-7-19 12,700,000 円

芦森エンジニアリング株式会社 大阪市西区北堀江3-10-18 12,700,000 円

管きょ内面被覆工（反転・形成工法）
　既設管径250mm　　　　　　l=150.0m
換気工                          一式
管きょ更生水替工　　　　　　一式
既設管内洗浄工　　　　　　　一式
既設管内調査工　　　　　　　一式
既設管内処理工　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手1丁目地内汚水管改築工事（布設替え）

2. 場　　　所 交野市私市山手1丁目地内

3. 期　　　間 平成29年7月3日～平成29年9月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１５，０４４，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１１，０００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社川人設備

10.契約金額 ￥１１，８８０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年7月3日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 11,000,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7-2076-1 11,000,000 円

交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4-47-7 11,000,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 11,000,000 円

橘内建設株式会社交野支店 交野市私部5-22-6 11,880,000 円

豊成建設工業株式会社　交野営業
所

交野市向井田1-26-9 11,000,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 11,000,000 円

水谷工業株式会社　 交野市星田北6-2-14 11,000,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 11,000,000 円

佐藤土木工業株式会社交野営業所 交野市郡津2-29-27 11,000,000 円

有限会社サンコー　交野営業所 交野市幾野4-23-21 13,900,000 円

株式会社森長工業交野支店 交野市倉治5-1-43 11,000,000 円

株式会社パシオン交野営業所 交野市東倉治3-2-9 11,000,000 円

岩熊土木工業株式会社交野支店 交野市東倉治1-24-6 辞退

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 11,000,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 辞退

株式会社エーティーエヌ 交野営業所 交野市南星台2-1-3 11,000,000 円

株式会社中正交野支店 交野市私部西3-11-16 11,000,000 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 11,000,000 円

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

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 11,000,000 円

山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6-37-6 11,000,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 11,000,000 円

有限会社平林建設　交野営業所 交野市倉治5-16-6 11,000,000 円

株式会社中央土木　交野営業所 交野市星田北1-43-2 11,000,000 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 11,000,000 円

株式会社西村工業　交野営業所 交野市東倉治4-47-9 11,000,000 円

有限会社川人設備 交野市青山1-17-4 11,000,000 円 落札（くじ）

河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2-13-18 11,000,000 円

株式会社正栄土木　交野支店 交野市青山2-3-1 11,000,000 円

管きょ工（開削）φ200mm　　　　 l=120.9m
組立マンホール工（組立1号）　　3箇所
ます設置工　　　　　　　　　　　　　21箇所
取付管布設工　　　　　　　　　　 　21箇所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　  　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市空家等実態調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年7月3日～平成30年3月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，２０３，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社パスコ大阪支店

9.契約金額 ￥７，０２０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年7月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社間瀬コンサルタント
大阪支店

吹田市江坂町1-12-10 辞退

株式会社パスコ大阪支店 大阪市浪速区湊町1-2-3 6,500,000 円 落札

株式会社かんこう大阪支店 大阪市城東区野江1-12-8 8,700,000 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

7,850,000 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 7,100,000 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

6,787,000 円

入札金額（消費税を除く）

交野市全域

計画準備　 　一式
資料収集整理　　一式
現地踏査準備　　一式
実施計画の作成　　　一式
現地調査　　一式
空家等に関するデータベースの整備等　　1,000棟
空家対策に対する市民意向調査　　一式
報告書作成　　一式
打合協議　　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画改定業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年7月3日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，７５８，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社日産技術コンサルタント

9.契約金額 ￥２，４８４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年7月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

中日本建設コンサルタント株
式会社大阪事務所

大阪市中央区内本町1-3-5 6,000,000 円

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 2,300,000 円 落札

株式会社大建設計大阪事
務所

大阪市西区京町堀1-13-20 辞退

パシフィックコンサルタンツ
株式会社大阪本社

大阪市北区堂島浜1-2-1 5,000,000 円

株式会社三水コンサルタント
大阪支社

大阪市北区中之島6-2-40 4,500,000 円

交野市環境事業所内

・打合せ協議
・計画策定の基本的な考え方の整理
・地域概況の整理
・生活排水処理の現状及び課題の整理
・生活排水処理計画
・し尿・汚泥の処理計画
・当該計画の改定に対するパブリックコメントの支援及び住民に対する啓発活
動に係る取組みについての検討
・成果品（業務報告書／一般廃棄物（生活排水）処理基本計画／原稿・原図の
電磁媒体）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市ごみ出しマニュアル等印刷

2. 場　　　所 交野市内指定箇所（2箇所）

3. 期　　　限 平成29年8月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年6月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格

8.契約の相手方

9.契約金額

10.契約日 平成29年7月3日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

大阪書籍印刷株式会社 大阪市西淀川区百島1-3-78 2,193,300 円

株式会社近畿印刷センター 柏原市本郷5-6-25 1,990,000 円 落札

株式会社高速オフセット 大阪市北区梅田3-4-5 2,392,000 円

株式会社加地 交野市倉治5-1-38 4,680,000 円

桃花園印刷所 枚方市野村元町7-1 3,175,000 円

■交野市ごみ出しマニュアル等印刷
①交野市ごみ出しマニュアル　40,000部
　A4 40ページ（中綴じ） コートA判（46.5ｋｇ） 4色フルカラー
②交野市ごみ品目一覧　40,000部
　A4 20ページ（中綴じ） コートA判（46.5ｋｇ） 4色フルカラー 断裁仕上げ
③在宅医療廃棄物の収集について 40,000部
　A3 （2折、仕上がりA4） コート（70.5ｋｇ） 4色フルカラー 断裁仕上げ
④証紙（粗大ごみ処理券）販売所一覧 40,000部
　A4 2ページ コートA判（46.5ｋｇ） 4色フルカラー 断裁仕上げ
⑤持込ごみのお知らせ　35,000部
　A4 1ページ コートA判（46.5ｋｇ） 1色モノクロ 断裁仕上げ
■印刷精度：140線相当
■校正：色校正1回
■仕上げ：①の30,500部に②～⑤を丁合とする。
■梱包・納品；丁合分は50部単位で梱包し、市指定箇所に納品。
　　　　　　　　　残数の梱包は落札後別途打合せし、環境事業所に納品。

￥２，７００，０００円（消費税を含む）

株式会社近畿印刷センター

￥２，１４９，２００円（消費税を含む）　　　　　

入札金額（消費税を除く）


