
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 松宝寺池改修（30）工事

2. 場　　　所 交野市私市327地内

3. 期　　　間 平成31年1月4日から平成31年3月20日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年12月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥４６，１９１，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３４，４７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 橘内建設株式会社 交野支店

10.契約金額 ￥３７，２２７，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 34,470,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 40,000,000 円

株式会社中正交野支店 交野市私部西3-11-16 34,470,000 円

橘内建設株式会社 交野支店 交野市私部5-22-6 34,470,000 円
落札候補者
第1位（くじ）

有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 34,470,000 円

安積建設株式会社 交野営業所 交野市星田西4-11-4 34,470,000 円

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 34,470,000 円

株式会社パシオン 交野営業所 交野市東倉治3-2-9 34,470,000 円

株式会社西村工業 交野営業所 交野市東倉治4-47-9 辞退

株式会社前田造園 交野支店 交野市私部5-2-33 34,470,000 円

株式会社森長工業 交野支店 交野市倉治5-1-43 34,470,000 円

株式会社エーティーエヌ  交野営業
所

交野市南星台2-1-3 34,470,000 円

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 34,470,000 円

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 34,470,000 円

山本工業株式会社 交野支店 交野市星田北6-37-6 辞退

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 34,470,000 円

株式会社交野興業 交野支店 交野市星田7-2076-1 34,470,000 円

有限会社川人設備 交野市青山1-17-4 34,470,000 円

低樋工　　　一式
　堤体工、取水施設工、付帯施設工
仮設道路工　一式
　運搬、地盤改良（仮設道路）、仮設道路、水替工、交通誘導員
　その他構造物取り壊し、上水道工、下水道工

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 草川調整池整備工事

2. 場　　　所 交野市私部南４丁目地内

3. 期　　　間 平成31年1月7日から平成31年8月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年12月25日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥７３，３２１，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５４，５９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社雨田組

10.契約金額 ￥５８，９５７，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成31年1月4日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

橘内建設株式会社 交野支店 交野市私部5-22-6 54,590,000 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 54,590,000 円

株式会社西村工業 交野営業所 交野市東倉治4-47-9 54,590,000 円

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 54,590,000 円
落札候補者
第1位（くじ）

株式会社交野興業 交野支店 交野市星田7-2076-1 54,590,000 円

安積建設株式会社 交野営業所 交野市星田西4-11-4 辞退

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 54,590,000 円

河本興業株式会社 交野営業所 交野市私部西2-13-18 54,590,000 円

佐藤土木工業株式会社 交野営業所 交野市郡津2-29-27 辞退

土工　　　　V=1510㎥
撤去工　　　一式
コンクリートブロック積擁壁工　A=355㎡
函渠工　　　L=9.0m
底張工　　　N=１箇所
割込み桝工　N=１箇所
付帯工　　　一式
仮設工　　　一式

L=58.6m　A=355㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 耐震性防火水槽設置工事

2. 場　　　所 交野市私市9丁目2806-5

3. 期　　　間 平成30年12月29日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年12月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，２５５，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，６２０，０００円（消費税を含まない）

9.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

10.契約金額 ￥７，１４９，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 6,620,000 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 6,620,000 円 落札（くじ）

有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 辞退

北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 欠席

株式会社平田設備工産 交野市星田4-33-3 辞退

豊成建設工業株式会社 交野営業所 交野市向井田1-26-9 8,570,000 円

土工　　　　掘削　253.6㎥
　　　　　　埋戻し　186.3㎥
　　　　　　残土処分　46.6㎥
防火水槽工　防火水槽（V=40㎥）　一式
付帯工　　　舗装工（表層工・基層工、上層路盤工・下層路盤工）
　　　　　　安全施設工（ネットフェンス、門扉、車止めポスト）
　　　　　　乗入れ工（グレーチング設置、舗装復旧・撤去）
　　　　　　仮設工（敷鉄板）
補償工事　　移設・設置（電柱、灯篭、石柱、案内板、既設門扉撤去）
標識工　　　設置（標識版、ポール、基礎コンクリート、型枠）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 自然環境整備用地ネットフェンス設置工事

2. 場　　　所 交野市星田西2丁目2508-1地内

3. 期　　　間 平成30年12月28日～平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年12月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，４０６，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，１１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社雨田組

10.契約金額 ￥３，３５８，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社雨田組 交野市星田北6-2-12 3,110,000 円 落札

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 辞退

株式会社西工務店 交野市私部5-23-15 辞退

有限会社山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 辞退

株式会社エーティーエヌ  交野営業所 交野市南星台2-1-3 4,230,000 円 無効※

ネットフェンス設置工　　L=160m
鋼管基礎工　　　　　　　54か所
除草、伐採工　　　　　　一式
運搬工　　　　　　　　　一式

入札金額（消費税を除く）

※入札金額が予定価格を上回ったため



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 脱臭用高濃度活性炭の購入

2. 場　　　所 交野市星田北１－７－５（乙辺浄化センター内）

3. 納入期限 平成31年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年12月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，５９２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 三葉化工株式会社 大阪営業所

10.契約金額 ￥１，２６３，６００ 円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

ＡＣＳＴ-ＣＳ株式会社 大阪市中央区道修町1-2-17 1,283,000 円

三雄化工株式会社 大阪市中央区淡路町1-5-10 1,190,000 円

三葉化工株式会社 大阪営業所 吹田市江坂町1-23-43 1,170,000 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 辞退

和正産業株式会社 大阪市中央区淡路町2-1-10-305 1,249,000 円

数　量　　3.414㎥(0.569㎥×6基・カートリッジ式）
　　　　　　内訳）塩基性ガス用　0.569㎥　×　1基
　　　　　　　　　酸性ガス用　　0.569㎥　×　2基
　　　　　　　　　中世ガス用　　0.569㎥　×　3基
嵩比重　　メーカー仕様
粒　度　　4.0～6.0メッシュ　95%以上
硬　度　　95%以上
ライフ　　400日

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 平成30年度災害用備蓄物品購入事業

2. 場　　　所 いきいきランド交野（交野市向井田2-5-1）

3. 納入期限 平成31年3月15日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成30年12月25日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，０５２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 有限会社コバシ産業

10.契約金額 ￥１，０３５，２７９円（消費税を含む）

11.契約日 平成30年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

桜ホース株式会社 大阪営業所 大阪市北区南森町1-2-25 1,137,748 円

株式会社たまゆら 枚方市南中振3-5-1 1,113,420 円

中央商工株式会社 大阪市旭区大宮4-22-1 1,303,760 円

株式会社河本総合防災 大阪支店 大阪市中央区南新町1-2-4椿本ビル9Ｆ 1,136,680 円

有限会社コバシ産業 交野市星田北5-6-12 958,592 円 落札

煮炊き不要非常食（個食）　　　　　　　3100食
煮炊き不要非常食（個食・高齢者用食）　400食
災害用保存水　　　　　　　　　　　　　117箱（24本／箱）
災害用副食（クッキー）　　　　　　　　32ケース（48食／ケース）

入札金額（消費税を除く）


