
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 東倉治4丁目地内がらと川護岸補修工事

2. 工事場所 交野市東倉治4丁目地内

3. 工　　　期 平成25年11月5日～平成26年3月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年10月30日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥１３，８２８，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１１，１９０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 株式会社戸田設備工業所交野支店

10.契約金額 ￥１１，７４９，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年11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
有限会社森英興産 13,170,000 円
株式会社前田造園交野支店 13,170,000 円
株式会社平田設備工産 13,170,000 円
水谷工業株式会社 辞退
有限会社和紀総合 13,170,000 円
堀舗道建設株式会社交野営業所 13,170,000 円
北口工業株式会社 13,170,000 円
河本興業株式会社交野営業所 欠席
山本工業株式会社交野支店 11,190,000 円
株式会社森長工業交野支店 13,170,000 円
株式会社西村工業交野営業所 辞退
三黄建設株式会社 13,170,000 円
株式会社戸田設備工業所交野支店 11,190,000 円 落札（くじ）
安積建設株式会社交野営業所 13,170,000 円

土工　一式
法面工　Ａ＝１２６．２㎡
水路工　Ｌ＝１１４．６ｍ
撤去工　一式
仮説工　一式

施工延長　Ｌ＝１１４．６ｍ
施工面積　Ａ＝１２６．２㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 星田5丁目地内浸水対策工事

2. 工事場所 交野市星田5丁目地内

3. 工　　　期 平成25年11月5日～平成26年2月2日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年10月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，０２１，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，１８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社古谷建設

10.契約金額 ￥３，３３９，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年11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
三黄建設株式会社 3,830,000 円
交野市水道サービス株式会社 3,180,000 円
佐藤土木工業株式会社交野営業所 3,830,000 円
河内舗装株式会社 欠席
有限会社古谷建設 3,180,000 円 落札（くじ）

撤去工　一式
排水工　　　Ｌ＝３２．１ｍ
舗装工　　　Ａ＝１６０．３㎡
区画線工　　Ｌ＝６９．３ｍ

施工延長　Ｌ＝３２．１ｍ　施工面積　Ａ＝１６０．３㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 準用河川がらと川構造物補修設計業務委託

2. 事業場所 交野市倉治地内他

3. 期　　　間 平成25年11月1日から平成26年1月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年10月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，６３８，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社エヌイーエス

9.契約金額 ￥４，２００，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年11月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社浪速技研コンサルタント 4,500,000 円
扇コンサルタンツ株式会社大阪支店 15,000,000 円
第一建設設計株式会社 4,900,000 円
五洋設計株式会社大阪支店 6,884,000 円
株式会社エヌイーエス 4,000,000 円 落札
ケイエムエンジニアリング株式会社大
阪支店

5,650,000 円

がらと川現況復旧を目的とした最適な補修の対策案を検討し、
補修設計を行う。
対策案の検討　　　一式
護岸補修実施設計　一式
その他施設設計　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立あまだのみや幼児園遊具入替工事

2. 工事場所 交野市私市1-29-1

3. 工　　　期 平成25年11月1日～平成25年12月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年10月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，８１７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，７００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社上田建築工務店

10.契約金額 ￥５，２２９，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年11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
株式会社上田建築工務店 4,980,000 円 落札
交野造園 5,540,000 円
株式会社前田造園交野支店 5,540,000 円
株式会社吉信工務店 5,000,000 円

株式会社ケイ・プランニング・コーポ
レーション

5,540,000 円

既設遊具を移設・撤去し遊具を新設する。
　既設遊具等の移動・撤去工事　　　　一式
　既存樹木の枝及び根・切り株撤去　　一式
　遊具組立・施工　　　　　　　　　　一式
　更新遊具名及び個数
　ジャングルジム　　　　　　　　１基
　　　うんてい　　　　　　　　　　　１基
　　　　ブランコ（２人用）　　　　　　１基
　　　　据え置き式ブランコ（２人用）　１基
　　　　低鉄棒小（３連）　　　　　　　１基
　運搬　　　　　　　　　　　　　　　一式
　砂場の移動・再設置　　　　　　　　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成25年度交野市防犯灯LED化事業第4期工事

2. 工事場所 交野市内69箇所

3. 工　　　期 平成25年11月1日～平成25年12月27日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年10月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，３３３，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，０７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社岡田電器産業

10.契約金額 ￥１，１２３，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年11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
株式会社水谷電気工業 1,070,000 円
株式会社興亜電業社交野営業所 1,070,000 円
有限会社岡田電器産業 1,070,000 円 落札（くじ）
有限会社アゴーテック 1,070,000 円
小川電機工事株式会社 1,070,000 円

１０ＶＡ器具　５０箇所
２０ＶＡ器具　１９箇所



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成25年度自動車騒音常時監視に係る面的評価業務委託

2. 事業場所 市内主要幹線道路（一般国道1号他6路線）

3. 期　　　間 平成25年11月5日から平成26年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年10月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７８７，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社環境総合テクノス

9.契約金額 ￥３０４，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年11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 290,000 円 落札
株式会社アクト音響振動調査事務所 340,000 円
株式会社総合環境計画大阪支社 1,400,000 円
応用技術株式会社 辞退
中外テクノス株式会社関西支社 500,000 円

　本市が提供する自動車騒音の測定結果等に基づき、常時監
視対象路線について、システムへのデータ入力、更新及び演算
処理を行う。
　計画・打合せ　　　　　　　一式
　沿道調査　　　　　　　　　一式
　面的評価データ入力　　一式
　報告書作成　　　　　　　 一式

入札金額（消費税を除く）


