
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 準用河川前川護岸整備工事

2. 場　　　所 交野市寺２丁目地内

3. 期　　　間 令和元年8月2日から令和2年3月13日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年7月29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 ￥４７，３８８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３４，１６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社　森英興産

10.契約金額 ￥３７，５７６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年８月１日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私部3-12-6 34,160,000 円

株式会社　西工務店 交野市私部5-23-15 34,160,000 円

有限会社　川人設備 交野市青山1-17-4 34,160,000 円

株式会社西村工業　交野営業所 交野市東倉治4-47-9 34,160,000 円

株式会社　パシオン　交野営業所 交野市東倉治3-2-9 42,831,400 円

株式会社中正　交野支店 交野市私部西3-11-16 34,160,000 円

有限会社　森英興産 交野市南星台2-1-2 34,160,000 円
落札候補者
第１位（くじ）

豊成建設工業株式会社　交野営業所 交野市向井田1-26-9 34,160,000 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 34,160,000 円

安積建設株式会社　交野営業所 交野市星田西4-11-4 34,160,000 円

河本興業　株式会社　　交野営業所 交野市私部西2-13-18 － 辞退

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

交南設備株式会社　交野営業所 交野市倉治4-47-7 34,160,000 円

株式会社　森長工業　　交野支店 交野市倉治5-1-43 34,160,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 34,160,000 円

株式会社　前田造園　交野支店 交野市私部5-2-33 34,160,000 円

有限会社　サンコー　交野営業所 交野市幾野4-23-21 34,160,000 円

株式会社　平田設備工産 交野市星田4-33-3 34,160,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7-2076-1 34,160,000 円

有限会社　山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 － 辞退

堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市星田西3-14-1 － 辞退

有限会社　和紀総合 交野市郡津1-55-13 － 辞退

株式会社　中央土木　交野営業所 交野市星田北1-43-2 34,160,000 円

株式会社 上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 － 辞退

森本水道工業 株式会社 交野市倉治2-1-12 34,160,000 円

山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6-37-6 － 辞退

土工　　　　 １式
撤去工　　　１式
水路工　　　１式
付帯工　　　１式
仮設工　　　１式
施工延長　　Ｌ＝121m

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手１丁目地内汚水管改築工事(布設替え）

2. 場　　　所 交野市私市山手１丁目地内

3. 期　　　間 令和元年8月1日から令和元年12月10日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年7月29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 ￥１７，０５０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１２，０２０，０００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 ￥１３，２２２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年８月１日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私部3-12-6 － 辞退

株式会社　西工務店 交野市私部5-23-15 12,020,000 円

有限会社　川人設備 交野市青山1-17-4 12,020,000 円

株式会社西村工業　交野営業所 交野市東倉治4-47-9 12,020,000 円

株式会社　パシオン　交野営業所 交野市東倉治3-2-9 12,020,000 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 12,020,000 円

株式会社中正　交野支店 交野市私部西3-11-16 12,020,000 円

有限会社　森英興産 交野市南星台2-1-2 12,020,000 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 12,020,000 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 12,020,000 円

安積建設株式会社　交野営業所 交野市星田西4-11-4 12,020,000 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

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 12,020,000 円

交南設備株式会社　交野営業所 交野市倉治4-47-7 12,020,000 円

株式会社　森長工業　　交野支店 交野市倉治5-1-43 12,020,000 円
落札候補者
第１位（くじ）

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 － 辞退

株式会社　前田造園　交野支店 交野市私部5-2-33 12,020,000 円

有限会社　サンコー　交野営業所 交野市幾野4-23-21 － 辞退

株式会社　平田設備工産 交野市星田4-33-3 12,020,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7-2076-1 12,020,000 円

有限会社　山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 12,020,000 円

堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市星田西3-14-1 12,020,000 円

有限会社　和紀総合 交野市郡津1-55-13 12,020,000 円

株式会社　中央土木　交野営業所 交野市星田北1-43-2 12,020,000 円

森本水道工業 株式会社 交野市倉治2-1-12 12,020,000 円

河本興業　株式会社　　交野営業所 交野市私部西2-13-18 － 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

管きょ工（開削）<管径φ３５０㎜>　　Ｌ＝３３．２０m
管きょ工（開削）<管径φ２００㎜>　　Ｌ＝５０．５０m
組立マンホール工（１号）　　　　　　　　　　　５箇所
小型マンホール工（塩ビ製）　　　　　　　　　２箇所
ます設置工（塩ビ製）　　　　　　　　　　　　１６箇所
取付管布設工　　　　　　　　　　　　　　　　１６箇所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝８３．７０m

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 松宝寺池改修（３１）工事

2. 場　　　所 交野市私市327地内

3. 期　　　間 令和元年8月1日から令和2年3月20日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年7月29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 ￥４６，８４９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３３，９００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社　中央土木　交野営業所

10.契約金額 ￥３７，２９０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年８月１日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社　サンコー　交野営業所 交野市幾野4-23-21 ― 辞退

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 ― 辞退

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

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 ― 辞退

橘内建設株式会社　交野支店 交野市私部5-22-6 33,900,000 円

有限会社　和紀総合 交野市郡津1-55-13 ― 辞退

株式会社　前田造園　交野支店 交野市私部5-2-33 ― 辞退

株式会社　平田設備工産 交野市星田4-33-3 ― 辞退

河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私部3-12-6 ― 辞退

株式会社中正　交野支店 交野市私部西3-11-16 33,900,000 円

株式会社　森長工業　　交野支店 交野市倉治5-1-43 ― 辞退

株式会社　中央土木　交野営業所 交野市星田北1-43-2 33,900,000 円
落札候補者
第１位（くじ）

株式会社　西工務店 交野市私部5-23-15 33,900,000 円

有限会社　山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 ― 辞退

河本興業　株式会社　　交野営業所 交野市私部西2-13-18 33,900,000 円

株式会社　パシオン　交野営業所 交野市東倉治3-2-9 37,406,000 円

有限会社　森英興産 交野市南星台2-1-2 辞退

森本水道工業 株式会社 交野市倉治2-1-12 33,900,000 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 33,900,000 円

株式会社西村工業　交野営業所 交野市東倉治4-47-9 33,900,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7-2076-1 ― 辞退

有限会社　川人設備 交野市青山1-17-4 ― 辞退

取水施設工（底樋工除く）　１式
堤体工　　　　　　　　　　　　１式
付帯工　　　　　　　　　　　　１式
仮設工　　　　　　　　　　　　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 免除川緑道他除草業務委託

2. 場　　　所 交野市倉治１丁目地内他

3. 期　　　間 令和元年8月2日から令和元年9月10日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年7月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，１１２，４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社御庭屋交野支店

10.契約金額 ￥１，０２６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年8月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

 株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 1,150,000 円 990,000 円

交野造園 交野市私部2-13-11 1,500,000 円 1,000,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 1,080,000 円 980,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 1,100,000 円 980,000 円

株式会社前田造園交野支店 交野市私部5-2-33 1,200,000 円 辞退

有限会社パーククリエイト交野支店 交野市郡津1-1-503 1,250,000 円 辞退

株式会社リンテック 交野市寺2-18-17 1,240,000 円 辞退

石田造園土木株式会社 交野支店 交野市寺2-18-17 1,090,000 円 970,000 円

株式会社御庭屋交野支店 交野市私部5-14-3 1,050,000 円 950,000 円 落札

蒼井創造 交野市幾野３-17-18 1,070,000 円 990,000 円

交南設備株式会社　　交野営業所 交野市倉治4-47-7 1,080,000 円 980,000 円

有限会社勝樹園　交野支店 交野市私部4-58-19 1,250,000 円 1,040,000 円

除草工　　　　　　　１式
仮設工　　　　　　　１式
交通管理工　　　　　１式

除草工（機械除草）　Ａ＝5,856.1㎡
枯草処分工　　　　　Ｖ=58.4㎥

第一回入札金額
（消費税を除く）

第二回入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 星田山手地区汚水取付管取替工事

2. 場　　　所 交野市星田山手１丁目地内

3. 期　　　間 令和元年8月2日から令和元年11月15日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年7月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２７８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，２９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社　西工務店

10.契約金額 ￥２，５１９，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年８月１日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　パシオン　交野営業所 交野市東倉治3-2-9 2,890,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 ― 辞退

株式会社　西工務店 交野市私部5-23-15 2,290,000 円 落札（くじ）

オーレス株式会社 交野市天野が原町4-13-8 2,290,000 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 2,880,000 円

管路士工　　　　  １式
取付管布設工（φ150硬質塩化ビニル管）　　 １３箇所
ます設置工 （φ200小口径塩ビ桝）     　　　　 １３箇所
開削水替工     　 １式
付帯工　　　　　 　１式
施工面積　　　Ａ＝36㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 準用河川私部北川他１河川構造物点検調査業務委託

2. 場　　　所 交野市大字寺地内他

3. 期　　　間 令和元年8月2日から令和2年1月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年7月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２８９，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社浪速技研コンサルタント

10.契約金額 ￥２，６４０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年8月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社井沢設計 八尾市南小阪合町5-8-30 3,120,000 円

株式会社浪速技研コンサルタント 茨木市下穂積1-2-29 2,400,000 円 落札

株式会社エルクコンサルタント大阪支店 大阪市中央区南船場1-3-17 2,950,000 円

株式会社インテコ大阪営業所 大阪市北区天満2-1-27 3,100,000 円

株式会社セリオス 大阪市中央区瓦町2-4-10 3,450,000 円

株式会社阪神コンサルタンツ大阪支店 大阪市中央区今橋1-6-19 3,050,000 円

株式会社ニュージェック 大阪市北区本庄東2-3-20 6,800,000 円

測量業務                                             設計業務
　　　作業計画　　　　　　　　　１業務   　　　　　計画準備  　　　　１式
　　　現地踏査　　　　　　１．９８Km　　　　　　 　調査・点検　　　　１式
　　　河川定期横断測量　　１９本　　　　　　　　報告書作成　　　 １式
　　　安全費　　　　　　　　　 　１式　　　　　　　　打合せ協議　　 　1式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 寺１丁目地内測量等調査業務委託

2. 場　　　所 交野市寺１丁目地内

3. 期　　　間 令和元年8月1日から令和2年1月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年7月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，３６８，０００ 円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 水野土地家屋調査士事務所

10.契約金額 ￥３，８５０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 　令和元年8月1日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社夏目技術コンサルタント 枚方市宮之下町8-2 7,317,000 円

冨田登記測量事務所 交野市私部西1-6-5-210 3,780,000 円

平和測量設計株式会社 枚方市桜丘町28-39-6 3,500,000 円

吉田登記測量事務所 交野市郡津4-3-6 3,700,000 円

土地家屋調査士法人コクド 寝屋川市木田町3-26-105 ― 辞退

水野土地家屋調査士事務所 枚方市楠葉並木2-22-10 3,500,000 円 落札（くじ）

調査　　　　　既明示図面、公簿類等
測量　　　　　多角測量、面積測量、レベル測量等
申請業務　　分筆・合筆・地目変更等登記一式
書類作成　　地積測量図、境界画定図、成果品製本等

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の購入

2. 場　　　所 交野市役所他２４箇所

3. 期　　　間 令和元年8月1日から令和元年9月20日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年7月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，０９１，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 株式会社アダチ

10.契約金額 ￥３，１００，６８０円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年8月１日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社アダチ 大阪市中央区内平野町3-2-10 2,871,000 円 落札

日本船舶薬品株式会社　大阪営業所 大阪市淀川区西中島1-11-16 5,520,000 円

フクダ電子近畿販売株式会社 吹田市江坂町1-12-28 ― 辞退

日本光電工業株式会社関西支社 大阪市北区本庄西2-21-4 3,800,000 円

株式会社上北商会 守口市金田町4-5-26 3,700,000 円

セコム株式会社大阪本部 大阪市城東区森ノ宮1-6-111 ― 辞退

入札金額（消費税を除く）

購入数量・・２９台
付属品及び消耗品（本体１台に付属する装置等）
　　　　　　　　　キャリングバック又はケース　　　　　１個
　　　　　　　　　バッテリ　　　　　　　　　　　　　　 　　 １個
　　　　　　　　　除細動電極パッド（成人・小児兼用）２組（本体１組、予備１組）
　　　　　　　　　リモート監視システム　　　　　　　　　１式
　　　　　　　　　収納ボックス　（いきものふれあいセンターの１個のみ）


