
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市8丁目地内汚水管布設工事

2. 場　　　所 交野市私市8丁目地内

3. 期　　　間 平成30年10月1日～平成31年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年9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 ￥２３，０５８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１６，８４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 交南設備株式会社 交野営業所

10.契約金額 ￥１８，１８７，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社サンコー 交野営業所 交野市幾野4-23-21 16,840,000 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 16,840,000 円

橘内建設株式会社 交野支店 交野市私部5-22-6 16,840,000 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 16,840,000 円
落札候補者
（2位・くじ）

有限会社川人設備 交野市青山1-17-4 16,840,000 円

河本興業株式会社 交野営業所 交野市私部西2-13-18 16,840,000 円

株式会社中正 交野支店 交野市私部西3-11-16 16,840,000 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 16,840,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 16,840,000 円

株式会社パシオン 交野営業所 交野市東倉治3-2-9 16,840,000 円

株式会社前田造園 交野支店 交野市私部5-2-33 16,840,000 円

交南設備株式会社 交野営業所 交野市倉治4-47-7 16,840,000 円
落札候補者
（１位・くじ）

株式会社森長工業 交野支店 交野市倉治5-1-43 16,840,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 16,840,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 16,840,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 16,840,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 16,840,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 16,840,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 16,840,000 円

株式会社交野興業 交野支店 交野市星田7-2076-1 16,840,000 円

堀舗道建設株式会社 交野営業所 交野市星田西3-14-1 16,840,000 円

株式会社西村工業 交野営業所 交野市東倉治4-47-9 16,840,000 円

山本工業株式会社 交野支店 交野市星田北6-37-6 16,840,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 16,840,000 円

管きょ工（開削）φ200mm　　　l＝307.23m
組立マンホール工（１号）　　　2か所
小型マンホール工（塩ビ製）　7か所
ます設置工　　　　　　　　　　　8か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　 １式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田北11号線他舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市星田北1丁目地内

3. 期　　　間 平成30年10月2日～平成31年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年9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 ￥１６，２９７，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１１，８４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 森本水道工業株式会社

10.契約金額 ￥１２，７８７，２００　円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

豊成建設工業株式会社 交野営業所 交野市向井田1-26-9 11,840,000 円

有限会社サンコー 交野営業所 交野市幾野4-23-21 11,840,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 11,840,000 円

河本興業株式会社 交野営業所 交野市私部西2-13-18 11,840,000 円
落札候補者
（2位・くじ）

株式会社前田造園 交野支店 交野市私部5-2-33 11,840,000 円

株式会社パシオン 交野営業所 交野市東倉治3-2-9 11,840,000 円

橘内建設株式会社 交野支店 交野市私部5-22-6 11,840,000 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 11,840,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 11,840,000 円

山本工業株式会社 交野支店 交野市星田北6-37-6 11,840,000 円

株式会社中央土木 交野営業所 交野市星田北1-43-2 辞退

佐藤土木工業株式会社 交野営業所 交野市郡津2-29-27 11,840,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 11,840,000 円

安積建設株式会社 交野営業所 交野市星田西4-11-4 11,840,000 円

株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 11,840,000 円

株式会社中正交野支店 交野市私部西3-11-16 11,840,000 円

堀舗道建設株式会社 交野営業所 交野市星田西3-14-1 11,840,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 11,840,000 円

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 11,840,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 1,184,000 円 無効※

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 11,840,000 円
落札候補者
（１位・くじ）

株式会社西村工業 交野営業所 交野市東倉治4-47-9 11,840,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 11,840,000 円

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 11,840,000 円

撤去工　　　　 １式
舗装工　　　　 Ａ＝2,180㎡
区画線工　　　L＝300m
付帯工　　　　 １式
仮設工　　　　 １式

入札金額（消費税を除く）

※入札金額が最低制限価格を下回ったため



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　　　間 平成30年10月1日～平成31年3月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，０５０円（消費税を含む）

8.契約の相手方 アルフレッサ株式会社 交野支店

9.契約金額 ￥４，０５０円（消費税を含む）　　　　　

10.契約日 平成30年10月1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 辞退

株式会社メディセオ枚方支店 枚方市春日西町1-2-1 3,883 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 辞退

■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29年度購入数  315箱
             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

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田会館活用事前調査業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年10月2日～平成30年12月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，８２９，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 翔夢建築設計事務所

9.契約金額 ￥２，８０８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年10月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

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

2,600,000 円 落札

一級建築士事務所クリエイトクモ
カワ

交野市私部3-11-7 2,915,000 円

一級建築士事務所藤井設計事務
所

交野市私部6-35-4 2,700,000 円

株式会社空間デザイン 吹田市垂水町3-29-2-406 4,550,000 円

タミヤ建築設計株式会社 枚方市北中振3-8-1-806 4,900,000 円

交野市星田3丁目4-3

調査業務　　　　　　　　　　　1式
設計業務　　　　　　　　　　　1式
用途変更等申請書等作成業務　　1式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成30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30年10月2日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８２２，９６０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 ￥４１０，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年10月1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4-6-29 380,000 円

株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 380,000 円 落札（くじ）

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 欠席

帝人エコ・サイエンス株式会社 関
西事業所

茨木市南目垣1-4-1 490,000 円

中外テクノス株式会社 大阪市淀川区西中島7-1-5 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

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市役所庁舎敷地内樹木剪定業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年10月20日～平成30年11月18日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，３７１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社山満造園

9.契約金額 ￥１，２４２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年10月1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 1,150,000 円 落札

交野造園 交野市私部2-13-11 1,450,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 1,250,000 円

株式会社総合緑化 交野市星田8-9-29 1,300,000 円

株式会社前田造園　交野支店 交野市私部5-2-33 1,270,000 円

交野市役所本館・別館敷地内（交野市私部１－１－１）

剪定業務一式
　剪定対象高木　26本
　剪定枝運搬　13㎥

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30年10月1日～平成30年12月18日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，８０６，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７，０８０，０００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 ￥７，６４６，４００　円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 7,080,000 円

有限会社川人設備 交野市青山1-17-4 7,080,000 円 落札（くじ）

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 7,080,000 円

森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 7,080,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 7,080,000 円

橘内建設株式会社 交野支店 交野市私部5-22-6 7,080,000 円

管きょ工（開削）φ200㎜　　　　　　ℓ=62.01m
小型マンホール工（塩ビ製）　　　　7箇所
ます設置工　　　　　　　　　　　　　　10箇所
取付管布設工　　　　　　　　　　　　10箇所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　 1式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 森南３丁目地内他道路側溝改修設計業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 平成30年10月2日～平成30年12月14日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，２３５，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 第一建設設計株式会社

9.契約金額 ￥２，１３８，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成30年10月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 適　　用

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

1,980,000 円 落札

株式会社ＫＫＣ 大阪市中央区谷町3-5-5 2,840,000 円

株式会社ファインテクノ 大阪市中央区谷町2-3-2 辞退

晃和調査設計株式会社 大阪市天王寺区上本町6-9-14 3,900,000 円

株式会社エハラ 東大阪市永和2-13-9 2,800,000 円

交野市森南３丁目地内他

測量業務
　作業計画
　現地踏査、仮ＢＭ設置測量、縦断測量、横断測量、４級水準測量　L=0.08km
設計業務
　道路詳細設計（Ｂ）　L=0.08km　１式

入札金額（消費税を除く）


