
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 都市計画道路星田駅前線詳細設計等業務委託

2. 場　　　所 枚方市高田１丁目地内

3. 期　　　間 令和元年10月2日から令和2年3月16日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年9月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１４，０６９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　　―

9.契約の相手方 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社

10.契約金額 　￥７，３４８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

第一設計監理株式会社枚方営業所 枚方市楠葉丘2-8-27 11,100,000 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 9,500,000 円

株式会社エヌイーエス 大阪市北区浪花町14-25 ― 辞退

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

9,740,000 円

明治コンサルタント株式会社大阪支
店

池田市呉服町10-14 7,500,000 円

五洋設計株式会社大阪支店 高槻市西五百住町6-5 9,100,000 円

株式会社シービー測量設計事務所 茨木市駅前4-5-6 7,280,000 円

株式会社北斗エス・イー・シー大阪事
務所

茨木市中村町1-37 7,340,000 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 11,000,000 円

株式会社ウエスコ関西支社 大阪市中央区大手通2-2-13 17,500,000 円

株式会社ＵＲリンケージ西日本支社 大阪市中央区城見1-2-27 6,680,000 円 落札

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

10,833,000 円

株式会社エイテック大阪支店 大阪市北区天満1-16-8 ― 辞退

昭和株式会社関西支社 大阪市淀川区西中島5-13-9 11,700,000 円

株式会社スリーエスコンサルタンツ 大阪市北区中崎西2-4-12 ― 辞退

株式会社ジャパックス大阪支店 吹田市江坂町1-6-6 ― 辞退

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 8,428,000 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

7,200,000 円

道路詳細設計（Ｌ＝230ｍ）　　　　　　 　　１式
平面交差点詳細設計（Ｎ＝1箇所）　　　　１式
一般構造物詳細設計（もたれ式擁壁）　　１式
調整池詳細設計（ＰＣ調整池　330㎥）　　１式
打合せ協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 図書室移転に伴う図書等の移動等業務委託

2. 場　　　所 交野市星田1-49-5及び交野市星田3-4-3

3. 期　　　間 令和元年10月2日から令和元年11月7日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，２４３，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ナカバヤシ株式会社 大阪支社

10.契約金額 ￥１，１００，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

ナカバヤシ株式会社 大阪支社 大阪市城東区中央2-1-23 1,000,000 円 落札

日本通運株式会社 大阪東支店 守口市八雲中町2-10-3 ― 辞退

セイノースーパーエクスプレス株式会
社 大阪引越センター

門真市四宮2-11-50 ― 辞退

株式会社図書館流通センター 関西
支社

吹田市広芝町18-24 ― 辞退

佐川急便株式会社 関西支店 大阪市此花区島屋4-4-51 7,725,996 円

株式会社ホウワ 奈良県大和郡山市横田町595-1 1,930,000 円

図書等の移動等業務

・事前調査及び配架シミュレーションの作成
・精密配架業務
　対象資料：①一般書13,000冊　②児童書7,000冊　③雑誌等500冊

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和元年度 自動車騒音常時監視に係る面的評価業務委託

2. 場　　　所 市内主要幹線道路（一般国道１号他６路線）

3. 期　　　間 令和元年10月1日から令和2年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５４１，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社ビィー研究所

10.契約金額 ￥３８５，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社環境総合テクノス 大阪市中央区安土町1-3-5 350,000 円

株式会社総合環境計画大阪支社 大阪市西区立売堀1-3-13 550,000 円

応用技術株式会社
大阪市北区中崎西2-4-12 梅田ｾﾝﾀｰ
ﾋﾞﾙ

― 辞退

株式会社CTIウイング 大阪市中央区道修町1-6-7 900,000 円

株式会社ビィー研究所 大阪市淀川区西中島6丁目8番20号 350,000 円 落札（くじ）

・道路調査及び沿道調査
　　道路構造条件、騒音対策状況、交通流条件等、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 星田西5丁目地内緑道他剪定等業務委託

2. 場　　　所 交野市星田西5丁目地内

3. 期　　　間 令和元年10月2日から令和元年11月8日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，１６０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 有限会社パーククリエイト交野支店

10.契約金額 ￥５，２８０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 4,980,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 5,000,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 4,970,000 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 4,800,000 円 落札

蒼井創造 交野市幾野3-17-18 4,950,000 円

交南設備株式会社　　交野営業所 交野市倉治4-47-7 4,900,000 円

有限会社勝樹園　交野支店 交野市私部4-58-19 4,900,000 円

剪定工　　N=208本
伐竹工　　A=100㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 今池公共嘱託登記業務委託

2. 場　　　所 交野市幾野２丁目地内

3. 期　　　間 令和元年10月2日から令和2年3月19日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，３０２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 土地家屋調査士法人コクド

10.契約金額 ￥３，６１９，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

冨田登記測量事務所 交野市私部西1-6-5-210 3,650,000 円

吉田登記測量事務所 交野市郡津4-3-6 3,730,000 円

土地家屋調査士法人コクド 寝屋川市木田町3-26-105 3,290,000 円 落札

本田土地家屋調査士事務所
八尾市渋川町6-3-33エクセルハイツ
1-103号

4,000,000 円

水野土地家屋調査士事務所 枚方市楠葉並木2-22-10 3,700,000 円

阪本登記測量事務所 枚方市楠葉並木二丁目29番7号 3,600,000 円

◆履行場所：交野市幾野２丁目（今池及び今池周辺）　約1.8
万㎡

　　調査業務　　　　　１式
　　測量業務　　　　　１式
　　申請手続き業務　　１式
　　書類作成等　　　　１式
　　打合せ協議　　　　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 藤が尾6号線舗装補修工事

2. 場　　　所 交野市藤が尾３丁目地内他

3. 期　　　間 令和元年10月2日から令和2年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，５５７，０００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 株式会社　平田設備工産

10.契約金額 ￥５，７８６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年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 5,260,000 円

株式会社 上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 5,260,000 円

有限会社　山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 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

株式会社　平田設備工産 交野市星田４-３３-３ 5,260,000 円 落札（くじ）

堀舗道建設株式会社 交野営業所 交野市星田西3-14-1 5,260,000 円

撤去工　　　　１式
舗装工　　　　Ａ＝７２７㎡
区画線工　　　Ｌ＝２５２m
付帯工　　　　１式
仮設工　　　　１式
施工延長　　　１３２ｍ
施工面積　　　Ａ＝７２７㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 森南神宮寺線道路側溝改修工事

2. 場　　　所 交野市森南３丁目地内

3. 期　　　間 令和元年10月2日から令和2年1月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，３０２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，７１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 三黄建設株式会社

10.契約金額 ￥４，０８１，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年１０月１日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 3,710,000 円 落札（くじ）

有限会社　和紀総合 交野市郡津1-55-13 3,710,000 円

株式会社　姫技建 交野市向井田1-51-6 3,710,000 円

有限会社　古谷建設 交野市藤が尾4-4-3 ― 辞退

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 3,710,000 円

安積建設株式会社　交野営業所 交野市星田西4-11-4 ― 辞退

撤去工　　　１式
土　工　　　１式
排水工　　　５３．０m
舗装工　　　１６．０㎡
仮設工　　　１式
施工延長　　５３．０m

入札金額（消費税を除く）


