
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私市中央線（無名橋）他橋梁補修工事

2. 工事場所 交野市私市3丁目地内他

3. 工　　　期 平成26年10月2日から平成26年11月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年9月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１０，９１８，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥８，１８０，０００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 ￥８，８３４，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年10月1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 8,180,000 円
有限会社和紀総合 交野市郡津1‐55‐13 8,180,000 円
河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私市8‐16‐31 辞退
山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6‐37‐6 辞退
交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4‐47‐7 辞退
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 8,180,000 円 落札（くじ）
有限会社森英興産 交野市南星台2‐1‐2 8,180,000 円
株式会社森長工業交野支店 交野市倉治5‐1‐43 8,180,000 円
株式会社戸田設備工業所交野支店 交野市私部西5‐15‐12 8,180,000 円
株式会社前田造園交野支店 交野市私部5‐2‐33 8,180,000 円
株式会社ヘイワ 大阪市平野区瓜破東6‐2‐6 辞退
西野建設工業株式会社 大阪市平野区瓜破7‐1‐5 辞退
岩熊土木工業株式会社交野支店 交野市東倉治1‐24‐6 参加資格なし ※

※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。

私市中央線（無名橋）補修工事
　断面修復工　Ａ＝２．６８㎡
　ひび割れ補修工　Ｌ＝１．２ｍ
　　橋面防水・舗装工　Ａ＝２２．４㎡

私部春日線（無名橋）補修工事
　断面修復工　Ａ＝９．８６㎡
　ひび割れ補修工　Ｌ＝４．８５ｍ
　表面保護工　Ａ＝３２．０㎡
　床版上面増厚工　Ａ＝３５．６㎡
　　地覆・防護柵工　Ｌ＝４．９ｍ
　　橋面防水・舗装工　Ａ＝３４．５㎡

　施工延長　Ｌ＝６．２ｍ　施工面積　Ａ＝５８．０㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部3丁目地区汚水管布設工事

2. 工事場所 交野市私部3丁目地内

3. 工　　　期 平成26年10月1日から平成26年12月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年9月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１６，７６１，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１２，５８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社森長工業交野支店

10.契約金額 ￥１３，５８６，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年10月1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
有限会社和紀総合 交野市郡津1‐55‐13 12,580,000 円
河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私市8‐16‐31 辞退
山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6‐37‐6 辞退
交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4‐47‐7 辞退
森本水道工業株式会社 交野市倉治2‐1‐12 12,580,000 円
株式会社正栄土木交野支店 交野市青山2‐3‐1 15,520,000 円
堀舗道建設株式会社交野支店 交野市天野が原町2‐4‐15 参加資格なし ※
有限会社森英興産 交野市南星台2‐1‐2 12,580,000 円
株式会社上田建築工務店 交野市郡津5‐47‐12 12,580,000 円
河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2‐13‐18 12,580,000 円
株式会社森長工業交野支店 交野市倉治5‐1‐43 12,580,000 円 落札（くじ）
株式会社前田造園交野支店 交野市私部5‐2‐33 12,580,000 円
株式会社戸田設備工業所交野支店 交野市私部西5‐15‐12 12,580,000 円
三黄建設株式会社 交野市星田西3‐16‐3 14,400,000 円

※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。

管きょ工（開削）　φ ２００ｍｍ　ℓ＝１４４．２ｍ
　マンホール工　６基
　取付管およびます工　一式
　付帯工　一式
　　施工延長　Ｌ＝１４６．９ｍ
　　施工面積　Ａ＝５８４．７６㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成26年度交野市防犯灯ＬＥＤ化事業第3期工事

2. 工事場所 交野市内200箇所

3. 工　　　期 平成26年10月1日から平成26年11月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

9. 予定価格 ￥４，６４４，０００円（消費税を含む）

10.最低制限価格 ￥３，４４０，０００円（消費税を含まない）　

11.契約の相手方 株式会社水谷電気工業

12.契約金額 ￥３，７１５，２００円（消費税を含む）

13.契約日 平成26年10月1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
橘電工株式会社 交野市私市6‐17‐15 3,440,000 円
株式会社興亜電業社交野営業所 交野市倉治5‐6‐5 3,440,000 円
小川電機工事株式会社 交野市星田北5‐21‐5 3,440,000 円
株式会社みまさか電気工業 交野市私部6‐35‐5 4,000,000 円
株式会社北村商店 交野市私部5‐2‐38 3,440,000 円
株式会社水谷電気工業 交野市天野が原町2‐20‐16 3,440,000 円 落札（くじ）
セイヤ電気 交野市妙見坂3‐11‐14 4,000,000 円

　１０ＶＡ器具　　４９箇所
　２０ＶＡ器具　１５１箇所



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 消防団員救助用半長靴の購入

2. 事業場所 交野市天野が原町4-8-1 交野市消防本部

3. 納期限 平成27年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年9月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，９７６，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 キンパイ商事株式会社

9.契約金額 ￥１，５２７，５５２円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年10月1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
株式会社イマジョー 大阪市生野区巽北4‐12‐37 1,768,000 円
ミドリ安全株式会社高槻支店 高槻市庄所町2‐29 1,830,400 円
大興制服株式会社 大阪市住吉区千躰2‐7‐25 1,913,600 円
株式会社近商 大阪市西区新町3‐8‐10 2,350,400 円
テルウェル西日本株式会社 大阪市中央区森ノ宮中央1‐7‐12 1,703,520 円
株式会社赤尾大阪営業部 大阪市西区新町4‐13‐1 1,913,600 円

キンパイ商事株式会社
大阪市淀川区西宮原2‐1‐3ＳＯＲＡ新大阪21
1401室

1,414,400 円 落札

半長靴　２０８足


