
入　札　結　果

1. 工事名称 私市幹線汚水貯留槽設置工事

2. 工事場所 交野市松塚12番地内

3. 工　　　期 平成27年4月1日から平成28年3月26日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年1月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（実績申告型）

7. 予定価格 ￥５６６，１７９，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３７２，０２０，０００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 ￥４３０，９２０，０００円（消費税を含む）

11.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社雨田組 交野市星田北6‐2‐12 413,350,000 円
河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2‐13‐18 423,000,000 円
安積建設株式会社交野営業所 交野市星田西4‐11‐4 399,000,000 円 落札
中林建設株式会社 大阪市浪速区大国2‐1‐19 468,000,000 円
株式会社西工務店 交野市私部5‐23‐15 辞退

【土木工事】
　汚水貯留槽築造工　一式
　ポンプ井築造工　　一式
　汚水貯留槽連絡管工　一式
　ポンプ井流入管工　一式
　流入人孔工　一式
　流出人孔工　一式
　場内整備工　一式
　残土処分工　一式
　撤去工　一式
　復旧工　一式
【電気設備】
　電気設備　一式
　　ポンプ制御盤、ポンプ井水位計、調整池水位計、
引込計器盤など
【機械設備】
　汚水ポンプ　３台　ポンプ井排水ポンプ　１台
　流出バルブ　１個　流出ゲート　１門　　可動堰　１門
　ポンプ吊上機　１基　　バースクリーン　１基
　脱臭装置　１基　　可搬式電動機　１基

施工規模　汚水貯留槽　３，６００㎥
施工面積　約１，４００㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 星田８号線路肩構造物改築補修工事

2. 工事場所 交野市星田1丁目地内

3. 工　　　期 平成27年2月3日から平成27年6月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年1月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１６，２００，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１２，０６０，０００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 ￥１３，０２４，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年2月2日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社雨田組 交野市星田北6‐2‐12 辞退
三黄建設株式会社 交野市星田西3‐16‐3 12,060,000 円
株式会社上田建築工務店 交野市郡津5‐47‐12 13,000,000 円
有限会社和紀総合 交野市郡津1‐55‐13 12,060,000 円
交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4‐47‐7 12,060,000 円
堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市天野が原町2‐4‐15 12,060,000 円
株式会社前田造園交野支店 交野市私部5‐2‐33 12,060,000 円
北口工業株式会社 交野市星田5‐7‐4 12,060,000 円
共栄設備株式会社交野営業所 交野市東倉治4‐47‐9 12,400,000 円
豊成建設工業株式会社交野営業所 交野市向井田1‐26‐9 12,060,000 円
株式会社西村工業交野営業所 交野市東倉治4‐47‐9 12,060,000 円
株式会社正栄土木交野支店 交野市青山2‐3‐1 12,060,000 円 落札（くじ）
株式会社戸田設備工業所交野支店 交野市私部西5‐15‐12 12,060,000 円
河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2‐13‐18 12,060,000 円
水谷工業株式会社 交野市星田北6‐2‐14 13,095,000 円
株式会社平田設備工産 交野市星田4‐33‐3 参加資格なし※

土工　一式
撤去工　一式
排水構造物工　Ｌ＝２０４ｍ
舗装工　Ａ＝１６２㎡
仮設工　一式
　施工延長　Ｌ＝２０４ｍ

参加資格要件のうち、今年度の落札回数制限に該当したため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立郡津小学校プール改修工事

2. 工事場所 交野市郡津4-13-1

3. 工　　　期 平成27年2月3日から平成27年5月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年1月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３０，７２６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２４，１８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社吉信工務店

10.契約金額 ￥２６，１１４，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年2月2日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社雨田組 交野市星田北6‐2‐12 辞退
株式会社上田建築工務店 交野市郡津5‐47‐12 24,180,000 円
株式会社吉信工務店 交野市郡津1‐55‐14 24,180,000 円 落札（くじ）
水谷工業株式会社 交野市星田北6‐2‐14 24,180,000 円

仮設工事　一式
建築工事　一式
　防水・外構・その他雑工事
設備工事　一式
　プール濾過機交換・給排水工事



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立第二中学校プール改修工事

2. 工事場所 交野市幾野4-1-1

3. 工　　　期 平成27年2月3日から平成27年5月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年1月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２３，９６５，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１８，８６０，０００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 ￥２３，９６５，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成27年2月2日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社雨田組 交野市星田北6‐2‐12 辞退
株式会社上田建築工務店 交野市郡津5‐47‐12 22,190,000 円 落札（くじ）
株式会社吉信工務店 交野市郡津1‐55‐14 参加資格なし※
水谷工業株式会社 交野市星田北6‐2‐14 22,190,000 円

仮設工事　一式
建築工事　一式
　防水・外構・その他雑工事
　設備工事　一式
　　プールろ過機交換・給排水工事

※参加資格要件のうち、今年度の落札回数制限に該当したため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 神宮寺奥山2号池災害復旧工事(501/504)

2. 工事場所 交野市大字倉治地内

3. 工　　　期 平成27年2月10日から平成27年3月27日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

9. 予定価格 ￥４，４８２，０００円（消費税を含む）

10.最低制限価格 ￥３，５２０，０００円（消費税を含まない）　

11.契約の相手方 株式会社ケイ・プランニング・コーポレーション

12.契約金額 ￥３，８０１，６００円（消費税を含む）

13.契約日 平成27年2月2日

14.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
豊成建設工業株式会社交野営業所 交野市向井田1‐26‐9 3,520,000 円
株式会社正栄土木交野支店 交野市青山2‐3‐1 3,520,000 円
株式会社ケイ・プランニング・コーポ
レーション

交野市私市8‐16‐52 3,520,000 円 落札（くじ）

有限会社和紀総合 交野市郡津1‐55‐13 6,100,000 円
オーレス株式会社 交野市天野が原町4‐13‐8 3,800,000 円
有限会社川人設備 交野市青山1‐17‐4 辞退

土工　土砂運搬処分　Ｖ＝１，０１０㎥



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27年2月2日から平成27年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，８７７，２００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 ￥３，５６４，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年2月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
国際航業株式会社大阪支店 大阪市中央区南船場2‐3‐2(南船場ハートビル) 3,300,000 円 落札
株式会社パスコ大阪支店 大阪市浪速区湊町1‐2‐3 3,500,000 円
朝日航洋株式会社西日本空情支社 吹田市垂水町3‐35‐31 辞退
株式会社かんこう大阪支店 大阪市城東区野江1‐12‐8 辞退
カンゼ航測株式会社 大阪市中央区南船場1‐7‐8 3,580,000 円

管渠延長　１．１０６ｋｍ
地形修正　０．０１９ｋ㎡
地形図移写修正　０．００１ｋ㎡
　汚水取付管作成　３００箇所
委託延長　１．１０６ｋｍ　委託面積　０．０２９ｋ㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 市営郡津・倉治住宅境界確定業務委託

2. 事業場所 交野市郡津3丁目・神宮寺1丁目地内

3. 期　　　間 平成27年2月2日から平成27年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，３８２，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社家永技建

9.契約金額 ￥１，２４２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年2月2日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社家永技建 交野市幾野6‐11‐1 1,150,000 円 落札
浜エンジニアリング株式会社大阪支店 交野市東倉治3‐10‐8 辞退
扇コンサルタンツ株式会社大阪支店 枚方市長尾元町6‐9‐10‐503 辞退
株式会社サンテック 大阪府枚方市南中振1‐1‐28 辞退
株式会社夏目技術コンサルタント 枚方市宮之下町8‐2 辞退

用地測量
作業計画　一式　打合せ協議　一式　現地踏査　一式
　転写連続図作成　０．２４万㎡　復元測量　０．２４万㎡
　境界確認　０．２４万㎡
　土地境界確認書作成　０．２４万㎡
補助基準点設置　０．２４万㎡　境界測量　０．２４万㎡
　境界点間測量　０．２４万㎡　面積計算　０．２４万㎡
　用地実測図原図作成　０．２４万㎡
　用地平面図作成　０．２４万㎡
　土地調書作成　０．２４万㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 脱臭用高濃度活性炭の購入

2. 事業場所 交野市星田北1-7-5（交野市立乙辺浄化センター）

3. 納期限 平成27年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，５４８，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 和正産業株式会社大阪支店

9.契約金額 ￥２，５１６，４００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年2月2日

11.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
和正産業株式会社大阪支店 大阪市中央区淡路町2‐1‐10‐305 2,330,000 円 落札
興南産業株式会社大阪営業
所

大阪市西区南堀江1‐12‐19 2,351,637 円

三雄化工株式会社 大阪市中央区淡路町1‐5‐10 辞退
ＡＣＳＴ－ＣＳ株式会社 大阪市中央区道修町1‐2‐17 辞退
貴和化学薬品株式会社大阪
営業所

大阪市淀川区西中島4‐13‐24 辞退

赤沢産業株式会社 大阪市東淀川区西淡路1‐1‐32 辞退
日本原料株式会社関西支店 大阪市中央区内本町1‐3‐5 欠席

脱臭用高濃度活性炭　３．４１４㎥
（０．５６９㎥×６基・カートリッジ式）
　・塩基性ガス用　０．５６９㎥×１基
　・酸性ガス用　０．５６９㎥×２基
　・中性ガス用　０．５６９㎥×３基


