
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手4丁目地内汚水管改築工事（管更生）

2. 場　　　所 交野市私市山手4丁目地内

3. 期　　　間 平成29年8月1日～平成29年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年7月27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 ￥２４，８０７，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１８，１８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社アキエンタープライズ

10.契約金額 ￥１９，６３４，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年8月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社セイワプラント 大阪市住吉区長居4-5-18-104 18,180,000 円

株式会社アレイサービス 東大阪市若江南町5-2-38 18,180,000 円

有限会社東阪アメニティ 東大阪市上小阪1-8-14 18,180,000 円

平和興業株式会社 大阪市住之江区粉浜西1-2-6 18,180,000 円

株式会社トキト 堺市中区土師町4-5-17 18,180,000 円

株式会社橋本設備工業所 吹田市豊津町19-16 18,180,000 円

株式会社中井保組 大東市北条3-10-21 18,180,000 円

株式会社大阪環境 守口市佐太中町3-1-21 18,180,000 円

武田興業株式会社 枚方市東船橋1-1 18,180,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7-2076-1 18,180,000 円

新井建設株式会社 大阪市西淀川区大和田4-2-4 18,180,000 円

都市クリエイト株式会社 高槻市紺屋町3-1-326 18,180,000 円

株式会社サンダ 堺市北区金岡町704-1 18,180,000 円

株式会社エムライン 大阪市此花区梅町2-2-25 18,180,000 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 18,180,000 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 18,180,000 円
落札候補者
（1位・くじ）

株式会社UDI 枚方市牧野本町1-38-13 18,180,000 円

株式会社関西工業所 東大阪市俊徳町3-7-19 18,180,000 円

東和工業株式会社 枚方市牧野本町1-1-59 18,180,000 円

柾木工業株式会社 大阪市此花区梅町2-2-25 18,180,000 円

株式会社環境開発　大阪営業所 大阪市淀川区西中島7-6-12 無効 内訳書未提出

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 18,180,000 円

株式会社ケンセイ 大阪市東淀川区東中島1-18-22 18,180,000 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 18,180,000 円

株式会社エコ・テクノ　枚方支店 枚方市北山1-54-55 18,180,000 円

株式会社森岡組大阪営業所 大阪市中央区久太郎町3-4-30 18,180,000 円

管きょ内面被覆工（反転・形成工法）
　既設管径250mm　　　　　　l=210.6m
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 茄子作第4処理分区詳細設計業務委託

2. 場　　　所 交野市星田北1丁目地内

3. 期　　　間 平成29年8月1日～平成30年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年7月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２３，３４９，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社昭和設計コンサルタント

9.契約金額 ￥６，０４８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年8月1日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社エハラ 東大阪市永和2-13-9 15,318,000 円

株式会社サンテック 枚方市南中振1-1-28 9,844,000 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 9,966,000 円

オリジナル設計株式会社
大阪事務所

大阪市中央区瓦町2-2-7 9,480,000 円

株式会社昭和設計コンサルタント 大阪市北区東天満2-9-4 5,600,000 円 落札

株式会社ワイテック
大阪事務所

大阪市中央区玉造2-16-8 8,970,000 円

株式会社寛設計事務所 大阪市北区西天満5-2-18 12,400,000 円

株式会社復建技術コンサルタント
関西事務所

大阪市中央区平野町2-4-11 11,200,000 円

株式会社キミコン
関西支店

吹田市江の木町17-37 シティコープ江
坂303号

17,870,000 円

株式会社ＫＫＣ 大阪市中央区谷町3-5-5 8,158,000 円

株式会社日本海コンサルタント
関西支店

大阪市中央区南新町1-1-1 8,850,000 円

株式会社エース
大阪支社

大阪市中央区船越町1-3-4 11,000,000 円

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 10,800,000 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1-18-9 24,000,000 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 10,800,000 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 7,700,000 円

晃和調査設計株式会社 大阪市北区中津3-10-4-301 6,700,000 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 11,310,000 円

株式会社エヌイーエス 大阪市北区浪花町14-25 11,700,000 円

株式会社森エンジニアリング
大阪支店

大阪市淀川区西中島6-1-3アストロ新
大阪第2ビル3階

13,685,000 円

株式会社アスコ大東 大阪市中央区南本町3-6-14 13,570,000 円

株式会社エフウォーターマネジメント
大阪事務所

大阪市城東区東中浜6-4-21 14,800,000 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 7,080,000 円

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 谷町ビル 12,000,000 円

下水道業務
　開削工法新設・詳細設計　内径1200mm未満　　1552.8ｍ
　推進工法新設・詳細設計　内径1200mm未満　　111.6ｍ
　耐震設計（応答変位法）（レベル１地震動）
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 交野市立小・中学校電話機器購入

2. 場　　　所 交野市私部1-54-1　他5箇所

3. 期　　　限 平成29年8月22日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年7月27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8月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

協和テクノロジィズ株式会社 大阪市北区中崎1-2-23 2,180,000 円 落札

沖電気工業株式会社
関西支社

大阪市中央区備後町2-6-8 2,630,000 円

西日本電信電話株式会社
大阪支店

大阪市中央区博労町2-5-15 3,300,000 円

三和通信工業株式会社 大阪市中央区北久宝寺町1-9-1 2,234,000 円

富士通ネットワークソリューション
ズ株式会社 関西支店

大阪市西区江戸堀1-5-16 辞退

交野小学校　　　　 ７台
星田小学校　　　　 ６台
倉治小学校　　　　 ７台
妙見坂小学校　　　６台
旭小学校　　　　　　７台
第四中学校　　　　 ９台

入札金額（消費税を除く）

￥３，２１８，４００円（消費税を含む）

協和テクノロジィズ株式会社

￥２，３５４，４００円（消費税を含む）　　　　　


