
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 星田山手コミュニティ・プラント跡撤去工事

2. 工事場所 交野市星田山手3-2247-377

3. 工　　　期 平成25年12月2日～平成26年1月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年11月27日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥１２，７６８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１０，３３０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 株式会社正栄土木交野支店

10.契約金額 ￥１０，８４６，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年12月2日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
有限会社和紀総合 12,000,000 円
河本興業株式会社交野営業所 10,330,000 円
堀舗道建設株式会社交野営業所 12,000,000 円
西工務店株式会社 辞退
株式会社エイチツーオー交野支店 辞退
有限会社森英興産 12,000,000 円
水谷工業株式会社 10,330,000 円
株式会社森長工業交野支店 12,000,000 円
山本工業株式会社交野支店 辞退
北口工業株式会社 12,000,000 円
株式会社平田設備工産 12,000,000 円
株式会社正栄土木交野支店 10,330,000 円 落札（くじ）
株式会社前田造園交野支店 12,000,000 円
安積建設株式会社交野営業所 12,000,000 円

平屋建倉庫撤去　　　　　　　一式
工作物撤去（フェンス等）　　一式
浄化槽解体撤去　　　　　　　一式
浄化槽解体等（廃）材運搬工　一式
浄化槽解体等（廃）材処分工　一式
立林木撤去　　　　　　　　　一式

施工面積　Ａ＝４６３．６３㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 普通財産上物構造物撤去工事

2. 工事場所 交野市私部南2-467-16

3. 工　　　期 平成25年12月3日～平成26年3月2日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年11月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，７９５，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，４５０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 水谷工業株式会社

10.契約金額 ￥１，５２２，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年12月2日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
有限会社和紀総合 1,450,000 円
有限会社森英興産 1,450,000 円
豊成建設工業株式会社交野営業所 1,600,000 円
水谷工業株式会社 1,450,000 円 落札（くじ）
三黄建設株式会社 1,710,000 円

解体工事　　　　　　一式
　　木造瓦葺平屋倉庫撤去処分　２６．０４㎡
　　屋根材撤去処分　　　　　　３０．００㎡
　　内部造作物撤去処分　　　　２６．０４㎡
　　同上基礎撤去処分　　　　　２６．０４㎡
副産物処理　　　　　一式
敷地内流用土荒整地　一式
雑片付清掃　　　　　一式
植栽伐採　竹伐根処分　　　　１３６．３０㎡
フェンス設置工　　　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市郡津3丁目地内不明水調査業務委託

2. 事業場所 交野市郡津3丁目地内

3. 期　　　間 平成25年12月2日から平成26年3月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年11月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，８６９，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 北大阪環境株式会社

9.契約金額 ￥１，７８５，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年12月2日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社交野興業交野支店 1,770,000 円
環境テクノス株式会社大阪支店 1,780,000 円
北大阪環境株式会社 1,700,000 円 落札
管清工業株式会社大阪支店 1,760,000 円
株式会社環境開発大阪営業所 辞退
株式会社エコ・テクノ枚方支店 1,725,000 円

調査工
　広角ＴＶカメラ調査工　　　　８７９．４ｍ
　管渠内洗浄工　　　　　　　　８７９．４ｍ
　土砂処分工（運搬及びし渣処分含む）　１式
　報告書作成工　　　　　　　　　　　　１式

委託延長　８７９．４ｍ

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 都市公園施設更新工事

2. 工事場所 交野市神宮寺2丁目地内他

3. 工　　　期 平成25年12月2日～平成26年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年11月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，５７０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，８５０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 創景舎らくだ屋造園

10.契約金額 ￥２，９９２，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年12月2日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
タカオ株式会社 3,300,000 円
株式会社サカヱ西日本支店 3,393,000 円
チリ化成株式会社 2,850,000 円
株式会社総合緑化 3,380,000 円
創景舎らくだ屋造園 2,850,000 円 落札（くじ）

土工　一式
撤去工　一式（基礎のみ撤去含む）
設置工　５基



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 ちびっこ広場施設更新工事

2. 工事場所 交野市倉治３丁目地内他

3. 工　　　期 平成25年12月2日～平成26年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年11月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，４８６，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，０００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 チリ化成株式会社

10.契約金額 ￥６，３００，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年12月2日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
タカオ株式会社 7,030,000 円
株式会社サカヱ西日本支店 7,130,000 円
チリ化成株式会社 6,000,000 円 落札（くじ）
交野造園 6,000,000 円
石田造園土木株式会社交野支店 6,000,000 円

土工　一式
撤去工　一式（基礎のみ撤去含む）
設置工　１３基



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 ため池ハザードマップ作成業務委託

2. 事業場所 交野市大字倉治地内他

3. 期　　　間 平成25年12月2日から平成26年3月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年11月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，６５９，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 国際航業株式会社大阪支店

9.契約金額 ￥５，５６５，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年12月2日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
アジア航測株式会社大阪支店 8,000,000 円
朝日航洋株式会社西日本空情支社 5,500,000 円
国際航業株式会社大阪支店 5,300,000 円 落札
株式会社パスコ大阪支店 5,500,000 円
中日本航空株式会社大阪支店 5,890,000 円
写測エンジニアリング株式会社大阪支店 5,600,000 円
晃和調査設計株式会社 6,500,000 円

計画・準備　　　　　　一式
資料収集整理　　　　　一式
現地調査　　　　　　　一式
浸水シミュレーション　一式
住民説明資料の作成　　一式
ハザードマップ印刷　　一式
報告書作成　　　　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立妙見坂小学校屋上防水改修工事

2. 工事場所 交野市妙見坂7-20-1

3. 工　　　期 平成25年12月2日～平成26年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年11月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，１１６，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，５７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社藤井工業

10.契約金額 ￥６，８９８，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年12月2日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社山建 辞退
株式会社藤井工業 6,570,000 円 落札（くじ）
株式会社ソトムラ 6,570,000 円
中外商工株式会社 6,570,000 円
ネオ・ルーフィング株式会社 6,570,000 円

Ａ棟　防水改修　１４．５㎡（塗膜防水）
Ｃ棟　防水改修　５４８．３㎡（塩化ビニル樹脂系ルーフィング
シート防水）
Ｃ棟　防水改修　２７．２㎡（塗膜防水）
Ｃ棟　内部改修（漏水箇所天井及び照明器具復旧）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 全国瞬時警報システム（J-ALERT）自動起動装置設置工事

2. 工事場所 交野市役所第2別館

3. 工　　　期 平成25年12月2日～平成26年3月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年11月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，５３１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，２８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社日電商会

10.契約金額 ￥６，３００，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年12月2日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社日電商会 6,000,000 円 落札
協和テクノロジィズ株式会社 辞退
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社関西支店 辞退
タカギエレクトロニクス株式会社 6,200,000 円
株式会社協和エクシオ関西支店 辞退
東芝情報機器株式会社関西支社 辞退

設置工事　　一式
設置機器
　自動機動機　　　　　　　　　　　　　一式
　Ｌ２ＳＷ　　　　　　　　　　　　　　　　１台
　無停電電源装置　　　　　　　　　　１台
　モニター用スピーカ　　　　　　　　　１台
　機器収容ラック　　　　　　　　　　　１台
　ＬＣＤモニタ・キーボード、マウス　１台


