
1. 工事名称

2. 工事場所

3. 種　　　別

4. 工　　　期

5. 概　　　要

6. 入札日

7. 入札方法

8. 予定価格

9.最低制限価格

10.契約の相手方

11.契約金額

12.契約日

13.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用

共栄設備工業(株)交野営業所 6,240,000 円

ダイワ緑地㈱交野営業所 8,190,000 円

(株)西工務店 6,910,000 円

水谷工業(株) 6,240,000 円 くじ落札

森本水道工業(株) 6,540,000 円

平成24年１月31日～平成２４年3月31日

平成23年度入札・契約結果１月２７日入札分
（予定価格250万円を超える工事）

郡津地区浸水対策工事

交野市郡津1丁目地内

土木

土工　　　　　　　　　　　1.0式
撤去工　　　 　　　　　　1.0式
管路施設工　　排水管φ 350Ｌ＝75.7ｍ
函型側溝300*300～500Ｌ＝58.03ｍ
接続桝工　集水桝　Ｎ＝２基　　マンホール工１．０式
舗装工　表層工（歩道部）　　A＝89.3m2

(車道部)　Ａ＝64.9m2

平成24年1月27日

指名競争入札

￥8,599,500円(消費税を含む)

￥6,240,000円

水谷工業（株）

交野市星田北6-2-4

￥6,552,000円

平成24年1月30日

入札金額（消費税を除く）



1. 工事名称

2. 工事場所

3. 種　　　別

4. 工　　　期

6. 入札日

7. 入札方法

8. 予定価格

9.最低制限価格

10.契約の相手方

11.契約金額

12.契約日

13.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用

豊成建設興業(株)交野営業所 3,820,000 円 　

水谷工業(株) 0 円 前事業落札

(有)森英興産 3,820,000 円 　

(有)山崎設備 0 円 辞退

(株)山満造園 3,820,000 円 落札

(有)和紀総合 3820000 円

平成23年度入札・契約結果１月２７日入札分

交野市私市5-17-11

（予定価格250万円を超える工事）

第二京阪道路沿道建物除去工事

交野市東倉治4丁目2228-6

土木

平成24年1月30日～平成24年3月28日

5. 概　　　要　　　  
・解体処分工　　　 １．０式
・付帯工　　　　　　 １．０式

平成24年1月27日

指名競争入札

￥4,725,000円(消費税を含む)

￥3,820,000円

(株)山満造園

￥4,011,000円

平成24年1月30日

入札金額（消費税を除く）



1. 工事名称

2. 工事場所

3. 種　　　別

4. 工　　　期

5. 概　　　要

6. 入札日

7. 入札方法

8. 予定価格

9.最低制限価格

10.契約の相手方

11.契約金額

12.契約日

13.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用

(株)雨田組 3,070,000 円

(株)エイチツーオー 3,070,000 円 くじ落札

北口工業 3,070,000 円

橘内建設(株)交野支店 3,070,000 円

交南設備(株)交野営業所 3,070,000 円

(株)平田設備工産 3,070,000 円

堀舗道建設(株)交野営業所 3,070,000 円

平成24年1月27日

平成23年度入札・契約結果１月２７日入札分

（予定価格250万円を超える工事）

準用河川免除川護岸補修工事

交野市松塚

土木

平成24年1月31日～平成24年3月31日

土工　　　　　　　　　　　1.0式
撤去工　　　 　　　　　　1.0式
護岸工　　　　　　　　　 1.0式
仮設工　　　　　　　　　 1.0式

指名競争入札

￥4,410,000円

￥3,070,000円

(株)エイチツーオー

交野市向井田1-29-1

￥3,223,500円

平成24年1月30日

入札金額（消費税を除く）



1. 工事名称

2. 工事場所

3. 種　　　別

4. 工　　　期

5. 概　　　要

6. 入札日

7. 入札方法

8. 予定価格

9.最低制限価格

10.契約の相手方

11.契約金額

12.契約日

13.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用

(株)エイチツーオー -                                                                      円
前事業  落

札

交野市水道サービス 2,370,000                                                       円

加賀ポンプ店 2,370,000                                                       円

北口工業 2,370,000                                                       円

(有)北崎工業所　交野営業所 2,370,000                                                       円

東部水道産業(株)交野支店 2,370,000                                                       円

(株)森長工業　交野支店 2,370,000                                                       円 くじ落札

南星台1丁目地内汚水管布設工事

平成23年度入札・契約結果１月２７日入札分
（予定価格250万円を超える工事）

平成24年1月30日

交野市南星台1丁目地内

下水道

平成24年1月30日～平成24年3月19日

土工　　　　　　　　　　　　　　１．０式
φ 200ｍｍ塩ビ管布設工　　Ｌ＝５１．０ｍ
小口径塩ビ人孔設置工　　Ｎ＝５箇所
汚水桝設置工　　　　　　　　Ｎ＝３箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　Ａ＝１７７．３ｍ２

平成24年1月27日

指名競争入札

￥3,370,500円

￥2,370,000円

(株)森長工業　交野支店

交野市倉治5-1-43

￥2,488,500円

入札金額（消費税を除く）



1. 工事名称

2. 工事場所

3. 種　　　別

4. 工　　　期

5. 概　　　要

6. 入札日

7. 入札方法

8. 予定価格

9.最低制限価格

10.契約の相手方

11.契約金額

12.契約日

13.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用

(有)和紀総合 3,110,000 円

(有)川人設備 2,510,000 円

(株)ケイ・プランニング・コーポレーション 2,290,000 円

(株)吉信工務店 3,110,000 円

オーレス(株) 2,290,000 円 落札

(株)ケイ・エス 2,290,000 円

￥3,265,500円(消費税含む)

平成23年度入札・契約結果１月２７日入札分
（予定価格250万円を超える工事）

神宮寺2丁目地内水路補修工事

交野市神宮寺２丁目地内

土木

平成24年1月31日～平成24年3月31日

土工　　　　　　　　　　　1.0式
水路工（１）　　　 　　　 Ｌ＝３８．０ｍ
水路工（２）　　　 　　　 Ｌ＝２．０ｍ
仮設工　　　　　　　　　 1.0式

平成24年1月27日

指名競争入札

入札金額（消費税を除く）

￥2,290,000円

オーレス(株)

交野市神宮寺２丁目地内天野が原町4-13-8

￥2,404,500円(消費税含む)

平成24年1月30日


