
様式２

○（独）空港周辺整備機構大阪国際空港事業本部（所在地 大阪府池田市空港2－2－5）

(H22.3.31)
大阪府茨木市玉瀬町10－
12

建物等調査業務（緑大第５次）

H21.12.11 昭和（株）

(H22.3.19)
大阪府大阪市北区中津3－
10－4－301

大阪国際空港周辺緑地（周辺緑地）
実施設計

H21.11.25 晃和調査設計（株）

一般競争入札 5,304,498 2,572,500 48.5%

一般競争入札 5,968,200 3,496,500 58.6%

一般競争入札 2,544,769 1,475,250 58.0%

(H22.3.31)
大阪府大阪市中央区南船
場3－1－8

一般競争入札 3,182,256 2,229,519 70.1% 単価契約

(H22.3.31)
大阪府大阪市中央区南船
場3－1－8

ヒューマンステージ
（株）

一般競争入札 29,882,160 21,324,996 71.4% 単価契約

一般競争入札 2,571,292

民家防音事業におけるコンピュータ
システム保守

H21.4.1 日本電子計算（株）

一般競争入札 2,361,030 1,493,100 63.2%

(H22.3.31)
大阪府大阪市淀川区西中
島2－12－11

備 考

建物等調査業務（緑大第１次） 一般競争入札

（株）ユニオンリサーチ

大阪府大阪市北区中之島2
－2－7

4,956,000 4,200,000 84.7%

H21.4.6

民家防音事業における画像処理シス
テム保守

日本電子計算（株）H21.4.1

(H21.7.3)

契約情報の公表（平成21年度 競争契約）

大阪府大阪市淀川区西中
島2－12－11

人材派遣契約（経理事務補助）

H21.4.1
ヒューマンステージ
（株）

人材派遣契約（一般事務補助）

H21.4.1

1,990,800 77.4%

(H22.3.31)

件 名
契約締結日
（契約の期間

又は終期）

契約相手方の
商号又は名称
及び所在地

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率契約方法

大阪国際空港周辺緑地（豊中Ⅰ）整
備工事

H21.6.22 久土木興業（株）

一般競争入札 53,465,997 33,568,500 62.8%

(H22.2.26)
大阪府堺市西区山田4-
1043-4

一般競争入札 1,074,048 703,500 65.5% 単価契約

(H22.2.15) 大東市三箇4－3－26

平成21年度空調機器更新工事調査
（その１）

H21.7.31 植村建築事務所

一般競争入札 1,065,131 630,000 59.1% 単価契約

(H22.2.15)
兵庫県宝塚市山手台西2－
14－12

平成21年度空調機器更新工事調査
（その２）

H21.7.31 長田建築設計事務所

一般競争入札 987,129 840,000 85.1% 単価契約

(H22.2.15)
大阪府大阪市中央区島町2
－1－8

平成21年度空調機器更新工事調査
（その３）

H21.7.31 （株）藍建築事務所

一般競争入札 921,003 688,800 74.8% 単価契約

(H22.2.15)
大阪府大阪市旭区生江1－
8－6

平成21年度空調機器更新工事調査
（その４）

H21.7.31 日章プラン設計事務所

一般競争入札 954,459 704,550 73.8% 単価契約

(H22.2.15) 大阪府箕面市稲3－3－8

平成21年度空調機器更新工事調査
（その５）

H21.7.31 岸本建築設計事務所

一般競争入札 842,286 588,000 69.8% 単価契約

(H22.2.15)
兵庫県宝塚市安倉南4－9
－26

平成21年度空調機器更新工事調査
（その６）

H21.7.31 大内建築設計事務所

一般競争入札 988,576 593,250 60.0% 単価契約

(H22.2.15)
兵庫県宝塚市中山五月台7
－2－722

平成21年度空調機器更新工事調査
（その７）

H21.7.31 ＲＩＣ設計

一般競争入札 989,327 459,900 46.5% 単価契約

(H22.2.15)
大阪府豊中市野田町3－8
－211

平成21年度空調機器更新工事調査
（その８）

H21.7.31
（有）藤田建築設計事務
所

一般競争入札 7,270,935 4,918,200 67.6%
(H21.11.1～
H23.10.31)

大阪府大阪市淀川区西中
島6－1－1

独立行政法人空港周辺整備機構ネッ
トワーク保守

H21.10.21 （株）コムリンクス

(H22.2.26)
大阪府大阪市淀川区西中
島2－12－11

民家防音事業コンピューターシステ
ム機器調達

H22.2.9 日本電子計算（株）



様式２

○（独）空港周辺整備機構大阪国際空港事業本部（所在地 大阪府池田市空港2－2－5）

備 考

契約情報の公表（平成21年度 競争契約）

件 名
契約締結日
（契約の期間

又は終期）

契約相手方の
商号又は名称
及び所在地

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率契約方法

【備 考】

公表対象となる契約は次のとおりです。

① 予定価格が250万円を超える工事、製造 ② 予定価格が160万円を超える財産の買入れ ③ 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超える物件の借入れ

④ ①から③以外の契約でその予定価格が100万円を超える契約

様式３

○（独）空港周辺整備機構大阪国際空港事業本部（所在地 大阪府池田市空港2－2－5）

【備 考】

１ 公表対象となる契約は次のとおりです。

① 予定価格が250万円を超える工事、製造 ② 予定価格が160万円を超える財産の買入れ ③ 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超える物件の借入れ

④ ①から③以外の契約でその予定価格が100万円を超える契約

２ 随意契約によることとした根拠条文について

会計規程：独立行政法人空港周辺整備機構会計規程

契約細則：独立行政法人空港周辺整備機構契約事務取扱細則

顧問弁護士の委嘱

H21.4.1 弁護士
会計規程第43条第3項第1号

2,520,000 2,520,000 100.0% 0
契約細則第31条第1号シ

(H22.3.31)
理由： 業務遂行のため法律
的見解、知識を得ることが継
続して必要なため。

一般競争入札

平成20事業年度財務諸表の官報公告

H21.9.14 （株）かんぽう
会計規程第43条第3項第1号

1,698,300 1,698,300 100.0% 0
単価契約

契約細則第31条第1号ケ

(H21.10.14) 大阪府大阪市西区江戸堀1
－2－14大阪府官報販売所 理由： 大阪府における官報

掲載に関する唯一の取次店で
あるため。

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率

契約情報の公表（平成21年度 随意契約）

再就職
の役員
の数

備 考件 名
契約締結日
（契約の期間

又は終期）

契約相手方の
商号又は名称
及び所在地

随意契約によることとした会
計規程・細則の根拠条文及び

その理由

(H22.6.22) 東京都新宿区津久戸町1－
2

理由： 独立行政法人通則法
第40条の規定に基づき、国土
交通大臣から会計監査人とし
て選任された者であるため。

6,362,370 1,260,000 19.8%

(H22.3.26)
神奈川県横浜市西区北幸2
－8－4

民家防音事業コンピューターシステ
ム機器更新に伴うアプリケーション
及びデータ移行その他作業

H22.2.25
（株）トランスコスモ
ス・テクノロジーズ

(H22.3.25)
大阪府大阪市堂島浜2－1
－9

経理システム用及びネットワーク用
機器調達

H22.3.1 扶桑電通（株）

一般競争入札 2,109,506 1,605,450 76.1%

会計監査契約

H21.11.4 あずさ監査法人
会計規程第43条第3項第1号

5,970,000 5,970,000 100.0% 0
契約細則第31条第1号カ

独立行政法人空港周辺整備機構例規
集データベースシステム追録（第７
号）作業

H22.3.3 第一法規（株）
会計規程第43条第3項第1号

1,795,500 1,795,500 100.0% 0
契約細則第31条第1号ク

(H22.3.26) 東京都港区南青山2－11－
17

理由： 当該システムのプロ
グラムの著作権その他知的財
産権を有する者であり、シス
テムの改修等を行うことがで
きるのは当該者のみであるた
め。


