
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 今池造成測量調査設計業務委託

2. 場　　　所 交野市幾野2丁目地内

3. 期　　　間 平成29年10月3日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年9月28日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１９，４４０，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社シービー測量設計事務所

9.契約金額 ￥６，２６４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年10月2日

11.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

晃和調査設計株式会社 大阪市北区中津3-10-4-301 6,800,000 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

7,680,000 円

株式会社シービー測量設計事務
所

茨木市駅前4-5-6 5,800,000 円 落札

株式会社八州 関西支社 大阪市淀川区西中島6-11-25 19,500,000 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 9,300,000 円

株式会社ジャパックス 大阪支店 吹田市江坂町1-6-6 9,700,000 円

株式会社エヌイーエス 大阪市北区浪花町14-25 11,960,000 円

倉測建設コンサルタント株式会社 
大阪支店

大阪市西区靱本町2-9-11 9,200,000 円

株式会社浪速技研コンサルタント 茨木市下穂積1-2-29 8,200,000 円

測量業務　　　　　一式
地質調査業務　　一式
造成設計業務　　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2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2丁目地内

3. 期　　　間 平成29年10月2日～平成30年1月15日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29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 ￥２１，７６２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１５，９９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社パシオン 交野営業所

10.契約金額 ￥１７，２６９，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年10月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

佐藤土木工業株式会社 交野営業所 交野市郡津2-29-27 15,990,000 円

交南設備株式会社 交野営業所 交野市倉治4-47-7 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 15,990,000 円

有限会社サンコー 交野営業所 交野市幾野4-23-21 辞退

安積建設株式会社 交野営業所 交野市星田西4-11-4 資格無効

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 15,990,000 円

河本技建工業株式会社 交野営業所 交野市私部3-12-16 15,990,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 15,990,000 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 15,990,000 円

株式会社交野興業 交野支店 交野市星田7-2076-1 15,990,000 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 15,990,000 円

株式会社前田造園 交野支店 交野市私部5-2-33 15,990,000 円

河本興業株式会社 交野営業所 交野市私部西2-13-18 資格無効

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 15,990,000 円

山本工業株式会社 交野支店 交野市星田北6-37-6 資格無効

株式会社パシオン 交野営業所 交野市東倉治3-2-9 15,990,000 円
落札候補者
（１位・くじ）

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 15,990,000 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 15,990,000 円

有限会社川人設備 交野市青山1-17-4 15,990,000 円

株式会社正栄土木 交野支店 交野市青山2-3-1 15,990,000 円

株式会社森長工業 交野支店 交野市倉治5-1-43 15,990,000 円

共栄設備工業株式会社 交野営業所 交野市東倉治4-47-9 辞退

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 15,990,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 15,990,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 辞退

有限会社平林建設 交野営業所 交野市倉治5-16-6 15,990,000 円

株式会社中央土木 交野営業所 交野市星田北1-43-2 15,990,000 円

株式会社西村工業 交野営業所 交野市東倉治4-47-9 15,990,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 15,990,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 15,990,000 円

株式会社中正 交野支店 交野市私部西3-11-16 15,990,000 円

堀舗道建設株式会社 交野営業所 交野市天野が原町2-4-15 資格無効

管きょ工（開削）φ200mm　　　　　ℓ＝175.38ｍ
組立マンホール工（組立1号）　　 ３箇所
ます設置工　　　　　　　　　　　　　　２３箇所
取付管布設工　　　　　　　　　　　　２３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 私部西4丁目地内汚水管布設工事

2. 場　　　所 交野市私部西4丁目地内

3. 期　　　間 平成29年10月2日～平成30年1月12日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29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 ￥２０，３４７，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１４，８６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 河本技建工業株式会社 交野営業所

10.契約金額 ￥１６，０４８，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年10月2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1-17-4 14,860,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 14,860,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 14,860,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 14,860,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 14,860,000 円

株式会社中正 交野支店 交野市私部西3-11-16 14,860,000 円

交南設備株式会社 交野営業所 交野市倉治4-47-7 14,860,000 円

佐藤土木工業株式会社 交野営業所 交野市郡津2-29-27 14,860,000 円

株式会社正栄土木 交野支店 交野市青山2-3-1 14,860,000 円

株式会社パシオン 交野営業所 交野市東倉治3-2-9 14,860,000 円

河本技建工業株式会社 交野営業所 交野市私部3-12-16 14,860,000 円
落札候補者
（１位・くじ）

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 14,860,000 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 14,860,000 円

株式会社エーティーエヌ 交野営業所 交野市南星台2-1-3 14,860,000 円

株式会社前田造園 交野支店 交野市私部5-2-33 14,860,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 14,860,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 14,860,000 円

株式会社交野興業 交野支店 交野市星田7-2076-1 14,860,000 円

株式会社森長工業 交野支店 交野市倉治5-1-43 14,860,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 14,860,000 円

株式会社中央土木 交野営業所 交野市星田北1-43-2 14,860,000 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 14,860,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 14,860,000 円

有限会社平林建設 交野営業所 交野市倉治5-16-6 14,860,000 円

株式会社西村工業 交野営業所 交野市東倉治4-47-9 14,860,000 円

管きょ工（開削）φ200mm　　　　　　ℓ＝180.25ｍ
組立マンホール工（組立1号）　　　　5箇所
小型マンホール工（塩ビ製）　　　　　5箇所
ます設置工　　　　　　　　　　　　　　　26箇所
取付管布設工　　　　　 　　　　　　　　26箇所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
施工面積　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ＝231.3㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 郡津倉治線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市郡津1丁目地内他

3. 期　　　間 平成29年10月3日～平成30年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29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 ￥１２，５８２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥９，０７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 水谷工業株式会社

10.契約金額 ￥９，７９５，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年10月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

佐藤土木工業株式会社 交野営業所 交野市郡津2-29-27 9,070,000 円

株式会社エーティーエヌ 交野営業所 交野市南星台2-1-3 9,070,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 9,070,000 円

有限会社サンコー 交野営業所 交野市幾野4-23-21 9,070,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 9,070,000 円

安積建設株式会社 交野営業所 交野市星田西4-11-4 資格無効

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 9,070,000 円

河本技建工業株式会社 交野営業所 交野市私部3-12-16 9,070,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 9,070,000 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 9,070,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 9,070,000 円

有限会社パーククリエイト 交野支店 交野市郡津1-1-503 9,070,000 円
落札候補者
（１位・くじ）

※資格なし

河本興業株式会社 交野営業所 交野市私部西2-13-18 資格無効

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 9,070,000 円

山本工業株式会社 交野支店 交野市星田北6-37-6 資格無効

株式会社パシオン 交野営業所 交野市東倉治3-2-9 9,070,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 9,070,000 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 9,070,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 9,070,000 円

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 9,070,000 円

橘内建設株式会社 交野支店 交野市私部5-22-6 9,070,000 円

株式会社正栄土木 交野支店 交野市青山2-3-1 9,070,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 9,070,000 円
落札候補者
（2位・くじ）

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 9,070,000 円

株式会社中央土木 交野営業所 交野市星田北1-43-2 9,070,000 円

株式会社西村工業 交野営業所 交野市東倉治4-47-9 9,070,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 9,070,000 円

株式会社中正 交野支店 交野市私部西3-11-16 9,070,000 円

岩熊土木工業株式会社 交野支店 交野市東倉治1-24-6 9,070,000 円

作業土工　　　一式
撤去工　　　　 一式
舗装工　　　　 Ａ＝1,058㎡
区画線工　　　一式
付帯工　　　　 一式
仮設工　　　　 一式
施工延長　　  Ｌ＝208m
施工面積      Ａ＝1,058㎡

入札金額（消費税を除く）

※第1位落札候補者については、資格審査の結果、資格要件を満たさなかった。
　 そのため、第2位落札候補者に対し、資格審査を行い、資格が認められたため、第2位落札候補者を契約の相手方と決定した。



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 イナビル吸入粉末剤20mgの購入（単価契約）

2. 場　　　所 交野市立休日急病診療所（交野市天野が原町5-5-1）

3. 期　　　限 平成29年10月2日～平成30年3月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年9月28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10月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

一般財団法人大阪防疫協会　防
疫資材部

東大阪市中小阪5-16-3 欠席

株式会社メディセオ 寝屋川支店 枚方市春日西町1-2-1 3,809 円

株式会社ケーエスケー 枚方支店 枚方市伊加賀緑町3-50 辞退

アルフレッサ株式会社 交野支店 交野市私部1-7-3 3,750 円 落札

株式会社アピスファーマシー 茨木市高田町11-1 欠席

■業務内容
　インフルエンザ治療薬イナビル吸入粉末剤20mgの調達・搬入
■注意事項
　搬入費用含む
　納入に際しては担当課と調整の上行うこと
　緊急の際には、当日急配に対応すること
■購入見込数
　300箱
　1箱＝イナビル吸入粉末剤20mg×2キット
　　（参考）平成28年度購入数  300箱
　　　　　　 平成27年度購入数　300箱
　　　　　　 平成26年度購入数　391箱
　　　　　　 平成25年度購入数　275箱

￥４，０５０円（消費税を含む）

アルフレッサ株式会社 交野支店

￥４，０５０円（消費税を含む）　　　　　

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成29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 平成29年10月3日～平成30年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９８２，８００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 ￥６４８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年10月2日

11.参加業者等

指名業者名 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4-6-29 765,000 円

株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 600,000 円 落札

ディービー環境調整株式会
社

大阪市淀川区西宮原1-6-60 633,000 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1-15-2 890,000 円

有限会社日本交通流動リ
サーチ 大阪支社

大阪市平野区西脇2-6-12　平野
エアクリアロイヤルハイツ202号

辞退

交野市内主要幹線道路（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、騒音対策状況等、また、沿道の住居等の属性等の調査。
・各種設定
　　面的評価支援システムへ、調査結果の入力・設定。
・騒音推計
・報告資料の作成
・電子地図データ（株式会社ゼンリン社製Zamp-TownⅡ 大阪府交野市 2017年
7月版）の購入

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田駅北地区土地区画整理関連事業計画作成業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年10月2日～平成30年3月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，９７９，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 昭和株式会社 関西支社

9.契約金額 ￥８，８５６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年10月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社パスコ 大阪支店 大阪市浪速区湊町1-2-3 欠席

株式会社オオバ 大阪支店 大阪市中央区淡路町1-7-3 8,400,000 円

株式会社国土開発センター 
大阪支店

大阪市浪速区大国1-2-21 8,700,000 円

株式会社サンワコン 大阪営
業所

大阪市淀川区西宮原3-2-1 8,350,000 円

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 9,000,000 円

昭和株式会社 関西支社 大阪市淀川区西中島5-13-9 8,200,000 円 落札

入札金額（消費税を除く）

交野市星田北7丁目地内他

基本設計
　駅前広場基本設計（設計規模3,000㎡未満）　　一式
　打合せ協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 免除川緑道他除草業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年10月3日～平成29年11月10日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６８９，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社交野興業 交野支店

9.契約金額 ￥２，３７６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年10月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 2,250,000 円

株式会社交野興業 交野支
店

交野市星田7-2076-1 2,200,000 円 落札

交野造園 交野市私部2-13-11 2,450,000 円

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 3,000,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 2,420,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 2,380,000 円

御庭屋 交野市私部5-14-3 2,400,000 円

入札金額（消費税を除く）

交野市倉治1丁目地内他

除草工　　Ａ＝１４，３４４．１㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 花染公園他樹木剪定等業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年10月3日～平成29年11月10日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，３９７，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 交野造園

9.契約金額 ￥１，１３４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年10月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 1,100,000 円

株式会社交野興業 交野支
店

交野市星田7-2076-1 資格無効※

交野造園 交野市私部2-13-11 1,050,000 円 落札

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 1,500,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 1,120,000 円

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 1,180,000 円

御庭屋 交野市私部5-14-3 1,200,000 円

※取り抜け案件において、他の案件を落札したため。

入札金額（消費税を除く）

交野市星田西２・３丁目地内

低木剪定工　　Ａ＝１，１９４㎡
高木剪定工　　Ｎ＝３０本



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 市内遊具安全点検業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年10月3日～平成29年12月15日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６７８，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社ニシオカ

9.契約金額 ￥２，４５８，０８０円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年10月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

チリ化成株式会社
和歌山県紀の川市桃山町市場
547-3

2,276,000 円

株式会社コトブキ 関西支店 大阪市北区天満橋1-8-30 2,388,000 円

株式会社サカヱ 西日本支
店

大阪市東淀川区東中島1-6-14
新大阪第2日大ビル901

辞退

株式会社ニシオカ 大阪市住吉区南住吉3-17-5 2,276,000 円 落札（くじ）

日都産業株式会社 関西営
業所

大阪市淀川区西中島4-12-22 2,300,000 円

入札金額（消費税を除く）

交野市内

基準点検・劣化点検
　単体遊具(A)-1     205基
　単体遊具(B)-1　   134基
　単体遊具(C)-1   　  19基
　複合遊具（小）-1 　 31基



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市私市山手3丁目地内

3. 期　　　間 平成29年10月3日～平成30年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，２９０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，２６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 岩熊土木工業株式会社 交野支店

10.契約金額 ￥５，６８０，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年10月2日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 5,260,000 円

株式会社吉信工務店 交野市郡津1-55-14 5,260,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 5,260,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 5,260,000 円

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 5,260,000 円

岩熊土木工業株式会社 交野支店 交野市東倉治1-24-6 5,260,000 円 落札（くじ）

入札金額（消費税を除く）

撤去工　　　　　一式
舗装工　　　　　Ａ＝８８７㎡
区画線工　　　 一式
付帯工　　　　　一式
仮設工　　　　　一式
施工延長　　　 Ｌ＝１４０ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田49号線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市星田8丁目地内

3. 期　　　間 平成29年10月3日～平成30年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，８３６，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，９２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社雨田組

10.契約金額 ￥５，３１３，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成29年10月2日

12.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 4,920,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 4,920,000 円 落札（くじ）

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 4,920,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 4,920,000 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 4,920,000 円

株式会社ケイ・エス 交野市私部6-21-2 欠席

撤去工　　　　　一式
舗装工　　　　　Ａ＝５４６㎡
付帯工　　　　　一式
仮設工　　　　　一式
施工延長　　　 Ｌ＝１２８ｍ

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田17号線他舗装補修測量業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成29年10月3日～平成30年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成29年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，４８４，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社夏目技術コンサルタント

9.契約金額 ￥１，２０９，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成29年10月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

株式会社夏目技術コンサル
タント

枚方市宮之下町8-2 1,120,000 円 落札

平和測量設計株式会社 枚方市桜丘町28-39-6 1,180,000 円

株式会社家永技建 交野市幾野6-11-1 1,400,000 円

株式会社日航コンサルタント
大阪支社

大阪市中央区上本町西2-1-1-
601

1,530,000 円

株式会社京都イングス 大阪
支社

大阪市城東区野江1-12-19　3F 2,873,000 円

入札金額（消費税を除く）

交野市星田1丁目地内他

4級基準点測量　　　２１点
現地測量　　　　　　　１業務（０．０２２㎢）
打合せ協議　　　　　 １式
委託延長　　　　　　　Ｌ＝２，１５０ｍ


