
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部西線歩道改良工事

2. 工事場所 交野市私部西１丁目地内

3. 工　　　期 平成24年10月2日～平成25年3月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年9月28日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥２２，２８１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１６，５６０，０００円

9.契約の相手方 交南設備株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥１７，３８８，０００円　(消費税を含む）

11.契約日 平成24年10月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
㈱正栄土木交野支店 16,560,000 円
㈱平田設備工産 16,560,000 円
三黄建設㈱ 16,560,000 円
豊成建設工業㈱交野営業所 16,560,000 円
河本技建工業㈱交野営業所 16,560,000 円
森本水道工業㈱ 16,560,000 円
岩熊土木工業㈱交野支店 20,500,000 円
河本興業㈱交野営業所 16,560,000 円
㈱上田建築工務店 16,560,000 円
安積建設㈱交野営業所 16,560,000 円
㈱前田造園交野支店 16,560,000 円
交南設備㈱交野営業所 16,560,000 円 落札（くじ）
（有）和紀総合 16,560,000 円

土工　1式
撤去工　1式
付属施設工　Ｌ＝121.2ｍ
境界工　Ｌ＝70.9ｍ
舗装工　Ａ＝880.4㎡
区画線工　Ｌ＝521ｍ
付帯工　1式
施工延長　Ｌ＝79ｍ
施工面積　Ａ＝880㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 向井田地区汚水管布設工事

2. 工事場所 交野市向井田１丁目地内

3. 工　　　期 平成24年10月2日～平成25年2月15日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年9月28日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥１４，７９４，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１０，５３０，０００円

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 ￥１１，０５６，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成24年10月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
㈱正栄土木交野支店 辞退
㈱平田設備工産 11,700,000 円
三黄建設㈱ 10,530,000 円
豊成建設工業㈱交野営業所 10,530,000 円
㈱小西水道工業所交野支店 10,530,000 円
河本技建工業㈱交野営業所 10,530,000 円
森本水道工業㈱ 10,530,000 円
河本興業㈱交野営業所 10,530,000 円
㈱上田建築工務店 13,400,000 円
安積建設㈱交野営業所 10,530,000 円 落札（くじ）
㈱前田造園交野支店 10,530,000 円
共栄設備工業㈱交野営業所 10,530,000 円
交南設備㈱交野営業所 前事業落札
（有）和紀総合 10,530,000 円
東部水道産業㈱交野支店 辞退
㈱西村工業交野営業所 10,530,000 円
北口工業㈱交野営業所 10,530,000 円

200㎜塩ビ管布設工　Ｌ＝160.3ｍ
1号組立人孔設置工　　Ｎ＝1か所
方円組立人孔設置工　Ｎ＝6か所
小口径塩ビ人孔設置工　Ｎ＝3か所
塩ビ製汚水桝設置工　Ｎ＝25か所
施工延長　Ｌ＝170.2ｍ

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 南星台25号線他舗装補修工事

2. 工事場所 交野市星田６丁目地内

3. 工　　　期 平成24年10月2日～平成24年11月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，０２１，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，７００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 交南設備株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥２，８３５，０００円　(消費税を含む）

11.契約日 平成24年10月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
河本技建工業株式会社交野営業所 2,700,000 円
交南設備株式会社交野営業所 2,700,000 円 落札（くじ）
橘内建設株式会社交野支店 2,700,000 円
株式会社正栄土木交野支店 2,700,000 円
河内舗装株式会社 2,700,000 円

撤去工　1.0式
舗装工　Ａ＝640㎡
区画線工　1.0式
付帯工　1.0式
施工延長　Ｌ＝176ｍ
施工面積　Ａ＝640㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 第二京阪道路沿道建物除去工事

2. 工事場所 交野市青山1丁目2776－3 他4件

3. 工　　　期 平成24年10月2日～平成24年12月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，４７１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７，６６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社和紀総合

10.契約金額 ￥８，０４３，０００円　(消費税を含む）

11.契約日 平成24年10月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
有限会社森英興産 7,660,000 円
有限会社和紀総合 7,660,000 円 落札（くじ）
豊成建設工業株式会社交野営業所 7,660,000 円
水谷工業株式会社 7,660,000 円
安積建設株式会社交野営業所 7,660,000 円

解体処分工　1.0式
付帯工　1.0式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 第二京阪高架下仮囲い等設置工事

2. 工事場所 交野市星田北９丁目地内

3. 工　　　期 平成24年10月2日～平成24年10月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，９５０，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，９９０，０００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 ￥２，０８９，５００円　(消費税を含む）

11.契約日 平成24年10月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
共栄設備工業㈱交野営業所 2,610,000 円
株式会社西村工業交野営業所 2,250,000 円
株式会社ケイ・プランニング・コー
ポレーション

1,990,000 円 落札

株式会社吉信工務店 無効
株式会社ケイ・エス 2,500,000 円

仮設工　仮囲いＬ＝188ｍ
　　　　ガードレール設置Ｌ＝40ｍ

施工延長　Ｌ＝40ｍ

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市内浸水対策工事測量設計業務委託

2. 工事場所 交野市内

3. 工　　　期 平成24年10月1日～平成25年2月27日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，５３９，０００円　(消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社クリアス大阪事務所

9.契約金額 ￥４，８８２，５００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年10月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
アジア航測株式会社大阪支店 14,980,000 円
キタイ設計株式会社大阪支社 10,000,000 円
株式会社クリアス大阪事務所 4,650,000 円 落札
株式会社東京建設コンサルタント
関西本社

4,700,000 円

株式会社浪速技研コンサルタント 7,800,000 円
株式会社近代設計大阪支社 辞退

流出解析　１式
浸水箇所対策詳細設計　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 急傾斜地（私市山手3丁目地内・東倉治1丁目地内）除草清掃委託

2. 工事場所 交野市私市山手３丁目地内・東倉治１丁目地内

3. 工　　　期 平成24年10月2日～平成24年11月10日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９７６，５００円　(消費税を含む）

8.契約の相手方 石田造園土木株式会社交野支店

9.契約金額 ￥８９２，５００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年10月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
石田造園土木株式会社交野支店 850,000 円 落札
ダイワ緑地株式会社交野営業所 980,000 円
株式会社前田造園交野支店 980,000 円
京阪園芸株式会社 1,000,000 円
株式会社西川造園 1,298,000 円

法枠除草工（人力）Ａ＝3430.5㎡
Ｌ＝251.1㎡
Ａ＝3430.5㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市学校給食センター整備事業基本設計業務委託

2. 工事場所 交野市倉治９丁目地内

3. 工　　　期 平成24年10月2日～平成25年3月15日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，７１５，０００円　(消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社大建設計大阪事務所

9.契約金額 ￥５，７２２，５００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年10月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社石本建築事務所大阪支所 8,800,000 円
株式会社梓設計大阪支社 18,000,000 円
株式会社安井建築設計事務所 8,000,000 円
株式会社東畑建築事務所大阪事務 9,840,000 円
株式会社ＩＮＡ新建築研究所大阪支 11,730,000 円
株式会社昭和設計 12,000,000 円
株式会社大建設計大阪事務所 5,450,000 円 落札

交野市学校給食センター整備事業に伴う基本設計
延床面積　約3000㎡
直接人件費　1式
諸経費　1式
技術料等経費　1式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 有価物（古紙）売却

2. 納入場所 落札者の事業所内

3.納　　　期 平成２４年１０月１日～平成２５年３月３１日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ①段ボール￥８円②新聞紙￥７円③雑紙￥８円　　（消費税を含む）

8.契約の相手方

9.契約金額 ①段ボール￥12円
②新聞紙￥11.5円
③雑紙￥9.5円
（消費税を含む）

10.契約日 平成24年10月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用

株式会社スリーエフコーポレーション

①段ボール￥５．７円
②新聞紙\５．７円
③雑紙￥５．７円

合計金額￥１，１４０，２６８円

株式会社サンエー

①段ボール￥５円
②新聞紙￥５円

③雑紙￥５ 円
合計金額￥１，０００，２３５円

マツダ株式会社 無効

株式会社西本

①段ボール￥１２円
②新聞紙￥１１．５円

③雑紙￥９．５ 円
合計金額\２，１０８，８５１円（消費税を含む）

落札

下記有価物を資源化目的で売却する
①段ボール：茶色系紙・筒状厚紙混合状態・粘着テープ・伝票シー
ル・金具等不純物混合状態
②新聞紙：折込チラシ類混合状態・製本用金具混合状態
③雑誌：雑誌・シュレッダー処理後の紙・コピー用紙・厚紙・その他紙
類・ポリ袋・ビニール紐・禁忌品等不純物混合状態

株式会社西本



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立総合体育施設中央監視盤設備賃貸借契約

2. 納入場所 交野市立総合体育施設

3.納　　　期 平成25年1月1日～平成34年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年9月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５５，６９２，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方

9.契約金額 ￥２０，６１７，６９５円　（消費税を含む）

10.契約日 平成24年10月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
ＮＴＴファイナンス株式会社関西支店 41,580,600 円
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 19,635,900 円 落札
東京センチュリーリース株式会社大阪情報機器営業部 42,624,000 円
三菱ＵＦＪリース株式会社大阪オフィス 45,518,880 円
富士通株式会社西日本営業本部 辞退
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社関西支社 辞退
株式会社ケイ・オプティコム 欠席
日通商事株式会社大阪支店 辞退

監視用ＰＣ
メインサーバ
ＬＣＤディスプレイ
伝送系
メッセージプリンター
インターホン

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス


