
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 郡津5丁目地内浸水対策詳細設計業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年12月2日から令和4年3月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年11月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥5,423,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社ノア技術コンサルタント大阪営業所

10.契約金額 ¥4,400,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年12月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社　ムロガ 大阪府豊能郡豊能町余野６５９ 5,100,000 円

株式会社　西日本技術コンサルタント
大阪営業所

大阪市西区南堀江1丁目18番4号
OsakaMetro南堀江ビル

- 辞退

株式会社サンテック 大阪府枚方市南中振１丁目１番２８号 5,100,000 円

株式会社井沢設計
大阪市平野区長吉長原西2丁目2番3-
215号

4,860,000 円

株式会社　西日本設計
大阪府大阪市天王寺区寺田町２丁目５
番１４号

5,260,000 円

株式会社ノア技術コンサルタント大阪
営業所

大阪府大阪市天王寺区生玉前町1番21
号小山ビルグランシャリオ710号室

4,000,000 円 落札

交野市郡津5丁目地内

開削工法新設・詳細設計　（延長50ｍ）
　　設計計画　　1業務
　　各種計算　　1業務
　　設計図作成　1業務
　　数量計算　　1業務
マンホール形式ポンプ場　新設・詳細設計　1業務
　　報告書作成　1業務
　　設計協議　　1業務

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 準用河川私部北川護岸補修詳細設計業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年12月2日から令和4年3月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年11月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥4,763,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 扇コンサルタンツ株式会社大阪支店

10.契約金額 ¥3,465,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年12月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

扇コンサルタンツ株式会社大阪支店 大阪府枚方市田口山3丁目23番12号 3,150,000 円 落札

株式会社　関西エンジニヤリング　大
阪営業所

大阪市淀川区西中島6-7-3　第6新大阪
ビル3F

6,800,000 円

天理技研株式会社大阪営業所 大阪府東大阪市若江東町3-4-31 4,500,000 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 4,400,000 円

株式会社エース　大阪支社 大阪市中央区船越町１丁目６番６号 3,300,000 円

交野市向井田2丁目地内

護岸詳細設計　片岸　1式 （延長　L=90m）
打合せ等　1式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 準用河川免除川河床洗堀防止詳細設計業務

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年12月2日から令和4年3月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年11月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥4,323,000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　浪速技研コンサルタント

10.契約金額 ¥3,740,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年12月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

五洋設計株式会社　大阪支店
大阪府大阪市中央区上汐二丁目６番１
３号

4,700,000 円 辞退

株式会社　五星　関西支社 大阪市東成区中道３－１７－１２ 4,800,000 円 4,280,000 円 辞退

株式会社　浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積１丁目２番２９号 4,300,000 円 4,000,000 円 3,400,000 円 落札

青葉コンサルタント株式会社　大阪営
業所

大阪府大阪市中央区瓦町2丁目3番10
号

4,800,000 円 辞退

株式会社阪神コンサルタンツ大阪支
店

大阪府大阪市中央区今橋1丁目6番19
号

5,200,000 円 辞退

交野市松塚地内

測量業務
現地測量　1業務
4級基準点測量　3点
路線測量(中心線、仮BM測量、縦断測量、横断測量)　L=0.1ｋｍ

設計業務
河床部洗堀対策詳細設計　1式
打合せ等　1式

入札金額
（消費税を除く）

入札金額（2回目）
（消費税を除く）

入札金額（3回目）
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 基幹系システム関連事務印刷等業務委託（単価契約）

2. 場　　　所 交野市役所（市民部・福祉部・行政委員会事務局）

3. 期　　　間 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年11月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査郵便型）

7. 予定価格 ¥170,434,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 -

9.契約の相手方 小林クリエイト株式会社　大阪営業部

10.契約金額　※ ¥129,122,180円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年12月2日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

小林クリエイト株式会社　大阪営業部 大阪市中央区平野町二丁目６番６号 117,383,800 円
落札候補者

第１位

※本契約金額は仕様に定める予定数量に対する総額であり、契約は総額の根拠となった単価により行う。

市民部・福祉部・行政委員会事務局の、基幹系業務システムに関する帳
票作成等。

・帳票作成
・帳票印字
・連続帳票の加工
・帳票の折り加工
・名寄せ・封入封緘
・圧着加工
・仕分け
・納品業務
・用紙等管理業務
・業務管理
・印字テスト・バーコード読込みテスト業務
・印字データ等の伝送回線設定

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 天野川緑地再整備工事

2. 場　　　所 交野市星田北2丁目地内

3. 期　　　間 令和3年12月2日から令和4年3月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年11月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥7,073,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥4,970,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 交野造園

10.契約金額 ¥6,323,800円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年12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ー１９ 6,302,000 円

株式会社山満造園 大阪府交野市私市5丁目17番11号 6,200,000 円

蒼井創造 大阪府交野市幾野3丁目17番18号 5,702,000 円

交野造園 大阪府交野市私部2丁目13番11号 5,658,000 円 落札

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手４－７－３ 6,000,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8丁目1-1 5,852,000 円

植栽工（ジンダイアケボノ　H3.5m　C0.15m
W1.2m）
　　　　　　　　N＝　５本
剪定工　　　　  N＝　４本
伐木工　　　　  N＝５４本

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 ちびっこ広場施設更新工事

2. 場　　　所 交野市私部西1丁目地内

3. 期　　　間 令和3年12月2日から令和4年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年11月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,002,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥1,380,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社山満造園

10.契約金額 ¥1,782,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年12月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社パーククリエイト　交野支店 大阪府交野市郡津1丁目1番503号 1,650,000 円

株式会社山満造園 大阪府交野市私市5丁目17番11号 1,620,000 円 落札

蒼井創造 大阪府交野市幾野3丁目17番18号 1,713,000 円

交野造園 大阪府交野市私部2丁目13番11号 1,750,000 円

創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手４－７－３ 1,800,000 円

撤去工　１式
　遊具　　　2基
設置工　１式
　複合遊具　1基
仮設工　１式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市消防本部車庫設置工事

2. 場　　　所 交野市消防本部（交野市天野が原町4-8-1）

3. 期　　　間 令和3年12月1日から令和4年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 開札日 令和3年11月25日

6. 入札方法 指名競争入札（電子入札）

7. 予定価格 ¥2,684,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥2,190,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社西工務店

10.契約金額 ¥2,571,800円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年12月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社 上田建築工務店
大阪府交野市郡津５丁目４７番１２
号

- 辞退

株式会社　雨田組
大阪府交野市星田北6丁目2番12
号

- 辞退

水谷工業株式会社
大阪府交野市星田北6丁目2番14
号

- 辞退

株式会社　吉信工務店
大阪府交野市郡津１丁目５５番１４
号

2,440,000 円

北口建設工業株式会社　交野営業所 交野市大字星田5316-42 - 辞退

株式会社西工務店 大阪府交野市私部5丁目23番15号 2,338,000 円 落札

有限会社森英興産
大阪府交野市南星台２丁目１番２
号

- 辞退

カーポート（２台用）設置

建築工事 １式
電気設備工事　１式

入札金額
（消費税を除く）


