
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 神宮寺奥山3号池災害復旧本工事（502/504）

2. 工事場所 交野市大字倉治地内

3. 工　　　期 平成26年2月3日～平成26年3月24日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年1月30日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥１３，１５６，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１０，６５０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 交南設備株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥１２，６８４，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年2月3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 16,950,000 円
交南設備株式会社交野営業所 12,080,000 円 落札
北口工業株式会社 17,100,000 円
株式会社前田造園交野支店 17,200,000 円
株式会社森長工業交野支店 辞退
有限会社森英興産 17,000,000 円
水谷工業株式会社 17,100,000 円
河本興業株式会社交野営業所 欠席
株式会社平田設備工産 無効
安積建設株式会社交野営業所 辞退
佐藤土木工業株式会社交野営業所 辞退
株式会社西村工業交野営業所 辞退
株式会社西工務店 辞退

土砂撤去　　　　　　　　　　　２，０４６㎥
仮設進入路撤去　　　　　　　  　　　　一式
仮設排水管設置撤去　φ ５００　Ｌ＝１９０ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 倉治９丁目地内水路付替工事

2. 工事場所 交野市倉治９丁目地内

3. 工　　　期 平成26年2月3日～平成26年3月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年1月30日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥１２，１４８，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　￥９，８３０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 安積建設株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥１０，３２１，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年2月3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 9,830,000 円
交南設備株式会社交野営業所 前事業落札
北口工業株式会社 9,830,000 円
株式会社前田造園交野支店 9,830,000 円
株式会社森長工業交野支店 9,830,000 円
有限会社森英興産 9,830,000 円
水谷工業株式会社 9,830,000 円
河本興業株式会社交野営業所 9,830,000 円
株式会社平田設備工産 9,830,000 円
安積建設株式会社交野営業所 9,830,000 円 落札（くじ）
株式会社西工務店 辞退

土工　　　　　　　　　　　　　一式
ボックスカルバート工　　６２．４ｍ
集水桝工Ａ型　　　　　　　　１箇所
集水桝工Ｂ型　　　　　　　　１箇所
場所内水路工（水路復旧）　０．５ｍ
構造物取壊し工
　舗装版取壊し　５２．６㎡
　擁壁取壊し　　２２．８ｍ
仮設工
　仮囲い工　　　５９．４ｍ
　仮水路工　　　　　　６ｍ

施工延長　Ｌ＝６２．４３ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 神宮寺奥山２号池災害復旧本工事（501/504）

2. 工事場所 交野市大字倉治地内

3. 工　　　期 平成26年2月3日～平成26年3月4日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，０２６，５００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 豊成建設工業株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥１，９９５，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年2月3日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社ケイ・エス 1,930,000 円
株式会社ケイ・プランニング・コーポ
レーション

1,930,000 円

株式会社正栄土木交野支店 1,930,000 円
佐藤土木工業株式会社交野営業所 辞退 円
豊成建設工業株式会社交野営業所 1,900,000 円 落札

土砂撤去　２１０㎥
ネットフェンス復旧工　９．０ｍ
ふとん篭工　３２．０ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 準用河川北川浚渫工事

2. 工事場所 交野市私部1丁目地内他

3. 工　　　期 平成26年2月3日～平成26年3月19日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，０１９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，０６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社山満造園本店

10.契約金額 ￥４，７２５，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年2月3日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社ケイ・エス 4,780,000 円
栗原産業有限会社交野営業所 欠席
三黄建設株式会社 辞退
株式会社山満造園本店 4,500,000 円 落札
山本工業株式会社交野支店 辞退
有限会社和紀総合 5,300,000 円

土工　　Ｖ＝２８５㎥
除草工　Ａ＝６８４㎡
施工延長　Ｌ＝５２３ｍ　施工面積　Ａ＝６８４㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 準用河川私部北川ほか1河川構造物点検調査業務委託

2. 事業場所 交野市私部1丁目地内他

3. 期　　　間 平成26年2月4日から平成26年3月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，１７３，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社浪速技建コンサルタント

9.契約金額 ￥２，１００，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年2月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
近畿技術コンサルタンツ株式会社 8,158,000 円
復建調査設計株式会社大阪支社 2,250,000 円
株式会社橋梁コンサルタント関西支社 3,000,000 円
株式会社浪速技建コンサルタント 2,000,000 円 落札
応用地質株式会社関西支社 2,250,000 円

計画準備　　　一式
調査・点検　　一式
対策案の検討　一式
報告書作成　　一式
設計協議　　　一式
委託延長　Ｌ＝１，９８０ｍ
（私部北川　Ｌ＝１，５５０ｍ　野々田川　Ｌ＝４３０ｍ）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 にしゃべ川ポンプ場受変電施設等浸水対策等実施設計業務委託

2. 事業場所 交野市私部西2丁目地内他

3. 期　　　間 平成26年2月4日から平成26年3月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，９５０，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社中央設計技術研究所関西事務所

9.契約金額 ￥２，８３５，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年2月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
関西技術コンサルタント株式会社 辞退
株式会社三水コンサルタント 辞退
株式会社中央設計技術研究所関西事
務所

2,700,000 円 落札

株式会社昭和設計コンサルタント 辞退
株式会社日産技術コンサルタント 辞退

設計協議　一式
現地調査　一式
予備設計　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 下水道台帳作成業務委託

2. 事業場所 交野市内

3. 期　　　間 平成26年2月3日から平成26年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，８０６，５００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 ￥５，７７５，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年2月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
国際航業株式会社大阪支店 5,500,000 円 落札
株式会社パスコ大阪支店 6,400,000 円
写測エンジニアリング株式会社大阪支店 6,200,000 円
オリジナル設計株式会社大阪事務所 6,500,000 円
朝日航洋株式会社西日本空情支社 6,150,000 円

下水道法第２３条に基づき、未調整分の公共下水道の台帳を
作成するもの。
　管渠延長　　　　　２．６１８ｋｍ
　地形修正　　　　　０．０７１ｋ㎡
　汚水取付管作成　　　　４２４箇所

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 小・中学校備品購入（児童・生徒用机、椅子）

2. 事業場所 交野市私部1-54-1（交野小学校）他8校

3. 納期限 平成26年3月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８７１，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社加地

9.契約金額 ￥７８４，３５０円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年2月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社アートセンターハヤカワ 辞退
株式会社加地 747,000 円 落札
株式会社日興商会高槻支店 辞退
株式会社寝屋川教材社 辞退
有限会社高辻文具 辞退

小中学校普通教室にて使用する机・椅子を一括購入するもの。
すべて新ＪＩＳ規格適合品であること。
■小学校
　児童用机（固定式）　　２号　　３脚
　　　　　　　　　　　　５号　３０脚
　児童用椅子（固定式）　２号　１１脚
　　　　　　　　　　　　３号　　４脚
　　　　　　　　　　　　４号　３０脚
　　　　　　　　　　　　５号　４８脚
　■中学校
　　生徒用机（固定式）　　６号　３５脚
　　生徒用椅子（固定式）　６号　８５脚

入札金額（消費税を除く）


