
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部西線他舗装補修工事

2. 工事場所 交野市天野が原町１丁目地内

3. 工　　　期 平成２４年９月３日～平成２４年１１月１日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年8月30日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥１３，９７５，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥９，８２０，０００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 ￥１０，３１１，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成24年9月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱正栄土木交野支店 9,820,000 円
㈱平田設備工産 9,820,000 円
河本技建工業㈱交野営業所 9,820,000 円
森本水道工業株式会社 9,820,000 円
三黄建設㈱ 9,820,000 円
交南設備㈱交野営業所 9,820,000 円
豊成建設工業㈱交野営業所 9,820,000 円
（有）和紀総合 9,820,000 円
㈱西工務店 9,820,000 円 落札（くじ）
堀舗道建設㈱交野営業所 9,820,000 円
岩熊土木工業㈱交野支店 9,820,000 円
河本興業㈱交野営業所 9,820,000 円

撤去工　　1.0式
舗装工　　Ａ＝2850㎡
区画線工　1.0式
付帯工　　1.0式
施工延長　Ｌ＝495ｍ
施工面積　Ａ＝2850㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 星田山手30号線植樹桝補修工事

2. 工事場所 交野市星田西3丁目地内

3. 工　　　期 平成24年9月3日～平成24年11月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，２４７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，６３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 堀舗道建設株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥１，７１１，５００円　(消費税を含む）

11.契約日 平成24年9月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
岩熊土木興業㈱交野支店 2,100,000 円
河本興業㈱交野営業所 辞退 円
河本技建工業㈱交野営業所 1,988,000 円
㈱正栄土木交野支店 1,630,000 円
堀舗道建設㈱交野営業所 1,630,000 円 落札（くじ）

土工　1式
撤去工　1式
植樹桝補修工　Ｎ＝8か所
舗装工　Ａ＝214.9㎡
施工延長　Ｌ＝110ｍ
施工面積　Ａ＝215㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市内橋梁長寿命化修繕計画策定業務

2. 工事場所 交野市内全域

3. 工　　　期 平成24年9月3日～平成25年3月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，５４７，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 パシフィックコンサルタンツ株式会社大阪本社

9.契約金額 ￥６，０８８，９５０円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年9月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
㈱アスコ 7,900,000 円
㈱オオバ大阪支店 8,000,000 円
国際航業㈱大阪支店 7,260,000 円
中央コンサルタンツ㈱大阪支店 10,910,000 円
パシフィックコンサルタンツ㈱大阪本社 5,799,000 円 落札
いであ㈱大阪支社 8,550,000 円
㈱長大大阪支社 欠席

星田私市線（私市橋）他１３８橋
計画策定準備　１式
基本方針の策定　１式
個別橋梁の修繕計画　１式
道路ネットワークの安全性・信頼性の検討　１式
長寿命化修繕計画の策定　１式
学識経験者の意見聴取　１式
提出様式の作成　１式
公表資料の作成　１式
報告書作成　１式
業務打合わせ　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 普通河川除草清掃委託

2. 工事場所 交野市倉治7丁目地内他

3. 工　　　期 平成24年9月3日～平成24年11月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，０７９，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社山満造園本店

9.契約金額 ￥２，０４７，５００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年9月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
㈱グリーン京阪 1,980,000 円
㈱総合緑化 2,150,000 円
㈱山満造園本店 1,950,000 円 落札
ダイワ緑地㈱交野営業所 2,250,000 円
㈱前田造園交野支店 2,130,000 円
交野造園 2,100,000 円
石田造園土木㈱交野支店 2,000,000 円

市内普通河川
機械除草　　　Ａ＝19803.3㎡
人力除草　　　Ａ＝4542.3㎡
散在塵芥収集　Ａ＝24345.6㎡
施工面積　　　Ａ＝24345.6㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 準用河川除草清掃委託

2. 工事場所 交野市郡津４丁目地内他

3. 工　　　期 平成24年9月3日～平成24年11月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，０８７，０００円　(消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社総合緑化

9.契約金額 ￥３，０６６，０００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年9月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
㈱グリーン京阪 2,980,000 円
㈱総合緑化 2,920,000 円 落札
㈱山満造園本店 辞退 円
ダイワ緑地㈱交野営業所 2,980,000 円
㈱前田造園交野支店 2,970,000 円
交野造園 2,980,000 円
石田造園土木㈱交野支店 2,970,000 円

市内準用河川
機械除草　　　Ａ＝33413.9㎡
人力除草　　　Ａ＝6445.6㎡
散在塵芥収集　Ａ＝39859.5㎡
施工面積　　　Ａ＝39859.5㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 道路除草清掃委託

2. 工事場所 交野市内全域

3. 工　　　期 平成24年9月3日～平成24年11月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，８６６，５００円　(消費税を含む）

8.契約の相手方 交野造園

9.契約金額 ￥２，３１０，０００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年9月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
㈱グリーン京阪 2,550,000 円
㈱総合緑化 辞退 円
㈱山満造園本店 辞退 円
ダイワ緑地㈱交野営業所 2,580,000 円
㈱前田造園交野支店 2,310,000 円
交野造園 2,200,000 円 落札
石田造園土木㈱交野支店 2,320,000 円

森南傍示線他１７路線
機械除草　　　Ａ＝21053.5㎡
人力除草　　　Ａ＝289.5㎡
散在塵芥収集　Ａ＝21343.0㎡
施工面積　　　Ａ＝21343.0㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市役所庁舎敷地内樹木剪定等業務委託

2. 工事場所 交野市役所本館・別館敷地内

3. 工　　　期 平成24年9月3日～平成24年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，１５５，０００円　(消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社グリーン京阪

9.契約金額 ￥９７６，５００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年9月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
㈱グリーン京阪 930,000 円 落札
㈱総合緑化 辞退 円
㈱山満造園本店 辞退 円
ダイワ緑地㈱交野営業所 1,020,000 円
㈱前田造園交野支店 1,070,000 円
交野造園 1,000,000 円
石田造園土木㈱交野支店 1,000,000 円

除草工　1式
除草工　1式
刈込　1式
清掃工　１式
施工延長　Ｌ＝120ｍ
施工面積　Ａ＝1445㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 地下水質調査業務委託

2. 工事場所 交野市大字私市３０２９番地他

3. 工　　　期 平成24年9月3日～平成25年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年8月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９２４，０００円　(消費税を含む）

8.契約の相手方 関西環境リサーチ株式会社

9.契約金額 ￥８２９，５００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年9月1日

11 .参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社環境総合テクノス 890,000 円
関西環境リサーチ 790,000 円 落札
交野市水道サービス株式会社 941,000 円
日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 1,700,000 円
一般財団法人日本気象協会関西支社 1,440,000 円

・対象：市内地下水３か所
　　新ごみ処理施設整備事業計画地　２か所
　　周辺井戸　１か所
・業務内容
　　検体の採取
　　検査及び報告
　　検体の採取日時及び採取場所等の記録
・調査項目
　　水素イオン濃度、鉛、砒素、ベンゼン、フッ素、ホウ素、ダイ
オキシン類
・報告書作成

入札金額（消費税を除く）


