
1. 工事名称
2. 工事場所
3. 種　　　別
4. 工　　　期
5. 概　　　要

6. 入札日

7. 入札方法
8. 予定価格
9.最低制限価格
10.契約の相手方

11.契約金額
12.契約日
13.参加業者等
参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
（株）雨田組 16,730,000 円
交南設備（株）交野営業所 16,730,000 円
水谷工業（株） 19,300,000 円
(有)森英興産 16,730,000 円 くじ落札
森本水道工業（株） 20,777,000 円
三黄建設（株） 16,730,000 円
河本興業（株）交野営業所 17,660,000 円 欠席
岩熊土木工業（株）交野支店 19,000,000 円
堀舗道建設（株）交野営業所 16,730,000 円
(株)平田設備工産 17,660,000 円

交野市南星台2-1-2

￥17,566,500円(消費税を含む)
平成23年12月21日

土工　　　  　　1.0式
撤去工　　 　　1.0式
舗装工　　 　　A=1,749㎡
付帯工 　　　　1.0式
排水工　　 　　Ｌ＝11ｍ
擁壁工　　 　　Ｌ＝95ｍ
区画線工　　　Ｌ＝８．０ｍ

平成23年12月20日

公募型指名競争入札
￥２２，５３３，０００円（消費税を含む）
￥１６，７３０，０００円
(有)森英興産

平成23年度入札・契約結果１２月２０日入札分
（予定価格250万円を超える工事）

私部西線歩道改良工事
交野市私部西１丁目地内
土木・舗装
平成23年12月21日～平成24年3月12日



1. 工事名称

2. 工事場所

3. 種　　　別

4. 工　　　期

5. 概　　　要

6. 入札日

7. 入札方法

8. 予定価格

9.最低制限価格

11.契約金額
12.契約日
13.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
（有）和紀総合 11,600,000 円
(株)雨田組 11,600,000 円
水谷工業（株） 11,600,000 円
(有)森英興産 0 円 全事業落札

森本水道工業（株） 11,600,000 円
三黄建設（株） 11,600,000 円 くじ落札
株式会社　平田設備工産 11,600,000 円
河本興業（株）交野営業所 11,600,000 円
岩熊土木工業（株）交野支 13,450,000 円堀舗道建設（株）交野営業
所 11,600,000 円

入札金額（消費税を除く）

10.契約の相手方　
三黄建設(株)
交野市星田西3-16-3
￥12,180,000円
平成23年12月21日

平成２３年１２月２１日～平成２４年２月１７日

土工　　　　　 1.0式
撤去工　　　　1.0式
舗装工　　　　A=1,749㎡
付帯工　　　　1.0式
排水工　　　　Ｌ＝11ｍ
擁壁工　　　　Ｌ＝95ｍ
区画線工　　 Ｌ＝8.0ｍ

平成23年12月20日

公募型指名競争入札

￥１６，５７９，５００円（消費税を含む）

￥１１，６００，０００円

森南傍示線舗装補修工事

交野市森南２丁目地内他

土木・舗装



1. 工事名称

2. 工事場所

3. 種　　　別

4. 工　　　期

6. 入札日

7. 入札方法

8. 予定価格

9.最低制限価格

11.契約金額

12.契約日

13.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
橘内建設（株）交野支店 2,800,000 円 　
交南設備（株）交野営業所 0 円 欠席
三黄建設（株） 2,780,000 円 　
（有）サンコー交野営業所 2,360,000 円
（株）平田設備工産 2,360,000 円 くじ落札
（有）和紀総合 2,995,000 円

￥2,478,000円

平成23年12月21日

平成23年12月20日

指名競争入札

￥３，２２３，５００円（消費税を含む）

￥２，３６０，０００円

10.契約の相手方　
(株)平田設備工産

交野市星田4丁目33-3

星田４２号線他舗装補修工事

交野市星田１丁目地内他

建設

平成２３年１２月２２日～平成２４年２月１７日

5. 概　　　要　　　  

・撤去工　　１．０式
・舗装工　　Ａ＝６２１㎡
・付帯工　　１．０式
・区画線工　Ｌ=３ｍ



1. 工事名称

2. 工事場所

3. 種　　　別

4. 工　　　期

6. 入札日

7. 入札方法

8. 予定価格

9.最低制限価格

11.契約金額

12.契約日

13.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
岩熊土木工業（株）交野支店 2,900,000 円 0
河本興業（株）交野営業所 0 円 欠席
堀舗道建設（株）交野営業所 3,045,000 円 0
森本水道工業（株） 2,170,000 円 落札
（有）森英興産 3,045,000 円
（有）山崎設備 3,045,000 円

￥２，１７０，０００円

10.契約の相手方　
森本水道工業(株)

交野市倉治2丁目1-12

￥2,278,500円

平成23年12月21日

平成２３年１２月２２日～平成２４年２月１７日

5. 概　　　要　　　  

・土工　　　 １．０式
・撤去工　　１．０式
・管きょ工　透水管φ 300 　Ｌ=３５．３ｍ
排水管φ ３００　Ｌ=０．８ｍ
・舗装工　Ａ＝２３６．２㎡
擁壁工　親杭横矢板板工　１．０式
防護棚工　Ｌ=２１．０ｍ
付帯工　　１．０式

平成23年12月20日

指名競争入札

￥３，０４５，０００円（消費税を含む）

星田４丁目地内道路補修工事

交野市星田４丁目地内

建設



1. 工事名称

2. 工事場所

3. 種　　　別

4. 工　　　期

5. 概　　　要　　　  

6. 入札日

7. 入札方法

8. 予定価格

9.最低制限価格

11.契約金額
12.契約日
13.参加業者等
参　加　業　者　名 適　　用
(株)雨田組 9,660,000 円
(株)上田建築工務店 9,660,000 円 くじ落札
(株)山建 9,660,000 円
北口建設工業(株) 10,000,000 円
(株)吉信工務店 9,660,000 円
安積建設(株) 11,900,000 円
(株)西工務店 9,660,000 円

￥10,143,000円
平成23年12月21日

入札金額（消費税を除く）

平成23年12月20日

指名競争入札

￥１１，９３８，５００円（消費税を含む）

￥９，６６０，０００円

10.契約の相手方　
(株)上田建築工務店
交野市郡津5-47-12

やわらぎ授産所改修工事

交野市寺４丁目５９０－１

建築工事

平成２４年１２月２１日～平成２４年２月８日

1、屋根改修工事
屋根材の葺き替え(カバー工法)
既存屋根材(シングル葺き)の上、ガリバリウム鋼板　瓦
葺き(ベフ4mm共)
一部既存屋根材(シングル葺き)の上、シート防水(塩ビ
機械的固定工法)　一部軒樋・竪樋新設
2、外壁改修工事
既存外壁(ALC板ア100)リシン→吹付けタイル(高圧洗
浄共)腰壁都総　軒天塗装
腰壁・ALC・建具　シール材打ち替え　笠木取替え・庇
折板鉄部塗装・渡り廊下鉄部塗装・建具廻りシール


