
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田西3丁目地内他剪定・除草業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年10月1日から令和3年10月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,508,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社前田造園　交野支店

10.契約金額 ¥2,090,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

有限会社勝樹園　交野支店 大阪府交野市私部４－５８－１９ 1,980,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部５－２－３３ 1,900,000 円 落札

ウィード株式会社交野支店 交野市私部5丁目2番33号 2,200,000 円

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治４－４７－７ 2,050,000 円

株式会社山満造園 大阪府交野市私市5丁目17番11号 2,300,000 円

蒼井創造 大阪府交野市幾野3丁目17番18号 1,950,000 円

交野造園 大阪府交野市私部2丁目13番11号 2,150,000 円

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手４－７－３ 2,800,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8丁目1-1 2,000,000 円

株式会社御庭屋　交野支店 大阪府交野市私部5丁目14-3 2,000,000 円

交野市星田西3丁目地内他

剪定工N＝１６本
除草工A＝５，５００㎡

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 天野が原町４丁目地内汚水取付管取替工事

2. 場　　　所 交野市天野が原町４丁目地内

3. 期　　　間 令和3年10月1日から令和4年1月21日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥4,620,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥3,210,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社和紀総合

10.契約金額 ¥3,531,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社　和紀総合
大阪府交野市郡津１丁目５５番１３
号

3,210,000 円 落札（くじ）

三黄建設株式会社 交野市星田西３－１６－３ - 辞退

有限会社 川人設備 交野市青山１丁目１７番４号 3,210,000 円

有限会社　サンコー　交野営業所 大阪府交野市幾野4丁目23-21 4,200,000 円

株式会社　姫技建
大阪府交野市向井田1丁目51番6
号

3,210,000 円

ます設置工（塩ビ製）　　９箇所
取付管布設工　　　　　　９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 交野市役所別館３階中会議室　会議用テーブル等の購入

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年12月17日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,926,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社加地

10.契約金額 ¥1,782,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　加地 交野市倉治5丁目1-38 1,620,000 円 落札

株式会社　日興商会　高槻支店 高槻市日向町６－２４ 1,633,000 円

有限会社　高辻文具 大阪府四條畷市塚脇町６番１４号 1,900,000 円

上田商店 大阪府寝屋川市清水町37番6号 1,639,000 円

コクヨマーケティング株式会社　関西
支社

大阪市北区大深町3番1号　ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大
阪　ﾅﾚｯｼﾞﾞｷｬﾋﾟﾀﾙﾀﾜｰC12階

- 辞退

交野市私部１丁目１番１号（交野市役所別館３階中会議室）

会議用テーブル　36台
会議用チェア　100脚
会議用チェア台車　3～4台
　（チェアが最大80台搭載できる台数）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 小学校統合に伴う物品等運搬業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年10月1日から令和4年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥8,195,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ＳＢＳロジコム株式会社

10.契約金額 ¥3,185,600円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

ＳＢＳロジコム株式会社 東京都墨田区太平４－１－３ 2,896,000 円

日本通運株式会社大阪東支店 守口市八雲中町２－１０－３ 欠席
入札説明事項
に基づくもの

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

大阪府門真市四宮2-11-50 3,415,500 円

近畿配送サービス株式会社 八尾市南亀井町5丁目2番28号 3,250,000 円

岡山県貨物運送株式会社枚方支店 大阪府枚方市尊延寺９３３－１ 欠席

株式会社ホウワ 奈良県大和郡山市横田町５９５番地の１ 無効 入札書不備

搬出元：交野小学校（交野市私部1-54-1）
搬入先：長宝寺小学校（交野市郡津1-43-1）

交野小学校の物品等を長宝寺小学校へ運搬する業務を委託するもの。
（運搬日は令和４年３月26日（土）、27日（日）及び28日（月）の３
日間を予定）
①人件費・車両費　一式
②資材費　一式
③付帯作業費　一式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和３年度～令和６年度　交野市道路台帳補正・電子化業務委託

2. 場　　　所 交野市内

3. 期　　　間 令和3年10月1日から令和7年3月21日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年9月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ¥24,288,000円 （消費税を含む）

8. 最低制限価格 　　－

9. 契約の相手方 アジア航測株式会社　大阪支店

10.契約金額 ¥22,330,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

アジア航測株式会社　大阪支店
大阪市北区天満橋1丁目8番30号
OAPタワー

20,300,000 円 落札

株式会社京都イングス　大阪支社
大阪市城東区野江1丁目12番19号
3F

22,700,000 円

株式会社ＧＥＯソリューションズ大阪営業所
大阪府大阪市西区新町3丁目2番
18号TMﾋﾞﾙ3F

辞退

株式会社パスコ大阪支店
大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2
番3号

22,500,000 円

　台帳更新（新規認定）　　1.2km ×4年
　台帳更新（拡幅改良）　　0.8km ×4年
　調書データ更新　　　　　2km　 ×4年
　道路台帳デジタル化作業　127図郭
　その他、準備作業、電算処理、成果物作成等

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田小川雨水幹線整備工事に伴う境界杭設置測量業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年10月2日から令和4年3月25日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,199,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 本田土地家屋調査士事務所

10.契約金額 ¥792,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

本田土地家屋調査士事務所
大阪府八尾市渋川町六丁目３番３３　エ
クセルハイツⅠ　103号

720,000 円 落札

阪本登記測量事務所 大阪府枚方市楠葉並木二丁目29番7号 1,080,000 円

冨田登記測量事務所 交野市私部西１丁目６番５－２１０号 1,246,203 円

吉田登記測量事務所 大阪府交野市倉治５丁目27番5号 1,300,000 円

土地家屋調査士法人コクド 寝屋川市木田町３番26-105号 885,000 円

交野市星田北５丁目地内

多角測量５点、境界点測設７２点（工事用36点、境界埋設用36点）、
境界杭埋設２８点（コンクリート杭）、境界杭埋設８点（金属プレー
ト）

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和3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 令和3年10月1日から令和4年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥596,200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 ¥346,500円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　ビィー研究所
大阪府大阪市淀川区西中島６丁目８番
２０号

315,000 円 落札

株式会社　新洲　大阪支店 大阪府高槻市美しが丘２－８－２２ 700,000 円

株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大阪市中央区安土町１丁目３番５号 350,000 円

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丁目6番29号 370,000 円

関西環境リサーチ　株式会社 大阪府寝屋川市田井町21-30 500,000 円

交野市内主要幹線道路（一般国道1号線他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、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
　　端末設定、面的評価支援システムへの調査結果の入力・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 第３次交野市男女共同参画計画策定支援業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年10月1日から令和5年3月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年9月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,497,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社オフィス・オルタナティブ

10.契約金額 ¥1,974,500円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年10月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　関西計画技術研究所 大阪市中央区天満橋京町1番26号 1,842,000 円

株式会社　地域社会研究所
京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁
慶町２２８番地アオイビル

1,870,000 円

株式会社オフィス・オルタナティブ 大阪市北区天神橋２丁目北２番２５号 1,795,000 円 落札

株式会社ジャパンインターナショナル
総合研究所

京都市右京区西京極西池田町9番地５
西京極駅前ビル6階

3,170,000 円

株式会社都市設計総合研究所
大阪府大阪市北区西天満五丁目9番11
号総合西天満ビル

2,327,000 円

株式会社サーベイリサーチセンター大
阪事務所

大阪市北区天満橋１－８－３０ 2,850,000 円

交野市天野が原町５－５－１　交野市人権と暮らしの相談課

第３次男女交野市男女共同参画計画策定業務

令和３年度　市民意識調査業務　2000件
　調査票の作成、発送、回収（WEB回答含）、集計、分析、報告書の作
成等

令和４年度
　計画策定に関するコンサルティング、審議会等運営支援、計画書の
作成、印刷等

入札金額
（消費税を除く）


