
入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立第一中学校給排水設備改修工事設計業務委託

2. 事業場所 交野市私部南３－１－１

3. 期　　　間 平成２５年２月２日～平成２５年３月２２日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，０８１，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社建綜研

9.契約金額 ￥１，０７１，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年2月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社あい設計大阪支社 辞退
株式会社栄和設計事務所 1,050,000 円
株式会社教育施設研究所大阪事
務所

辞退

株式会社三興 辞退
株式会社建綜研 1,020,000 円 落札

概　要：学校内のトイレ（生徒用）男女各２箇所及び一部屋外排
水の改修設計
面　積：６４㎡（１階：３２㎡、２階３２㎡）及び一部屋外排水
業　務：基本設計、実施設計及び積算等を行い、必要な図面、
内訳書、仕様書等を作成する
成果品：建築、電気設備基本設計図書、機械設備設計図書、
設計調査書、打合せ記録簿、その他

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立教育文化会館外壁補修工事

2. 工事場所 交野市倉治６－９－２１

3. 工　　　期 平成２５年２月２日～平成２５年２月２７日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，８１６，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，４７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 栗原産業有限会社交野営業所

10.契約金額 ￥１，７８５，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年2月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
北口建設工業株式会社交野営業所 辞退
栗原産業有限会社交野営業所 1,700,000 円 落札
株式会社建都コーポレーション 2,149,000 円
株式会社山建 辞退
有限会社古谷建設 1,730,000 円

総合仮設工事　　　　１式
建築工事　　　　　　１式
　・直接仮設工事
　・外壁補修工事
　・撤去工事
　・防護ネット工事



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 向井田地区汚水管布設工事（その２）

2. 工事場所 交野市向井田１丁目地内

3. 工　　　期 平成２５年２月２日～平成２５年３月８日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，４３４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，２２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社川人設備

10.契約金額 ￥５，４８１，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年2月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
安積建設株式会社交野営業所 6,900,000 円
豊成建設工業株式会社交野営業所 辞退
株式会社西工務店 辞退
株式会社川人設備 5,220,000 円 落札
橘内建設株式会社交野支店 辞退
株式会社雨田組 辞退

Φ２００ｍｍ塩ビ管布設工　　Ｌ＝５７．３ｍ
方円組立人孔設置工　　　　　Ｎ＝２箇所
小口径塩ビ製人孔設置工　　　Ｎ＝５箇所
汚水桝設置工　　　　　　　　Ｎ＝１８箇所
施工延長　　　　　　　　　　Ｌ＝６１．５ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 下水道台帳作成業務委託

2. 事業場所 交野市内

3. 期　　　間 平成２５年２月２日～平成２５年３月２９日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，３７６，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 国際航業株式会社大阪支店

9.契約金額 ￥５，３５５，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年2月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
国際航業株式会社大阪支店 5,100,000 円 落札
アジア航測株式会社大阪支店 6,020,000 円
株式会社パスコ大阪支店 5,500,000 円
朝日航洋株式会社西日本空情支 5,750,000 円
写測エンジニアリング株式会社大
阪支店

5,500,000 円

玉野総合コンサルタント株式会社大
阪支店

6,000,000 円

管渠延長　　　　　２．１５８ｋｍ
地形修正　　　　　０．０５４ｋｍ２
地形図移写修正　　０．００６ｋｍ２
汚水取付管作成　　４２９箇所

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市役所本館及び別館受付案内業務委託

2.事業場所 交野市役所本館ロビー

3. 期　　 間 平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，３３９，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 鳳産業株式会社

9.契約金額 ￥１，８７２，３６０円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年2月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
近畿ビルテクノ株式会社大阪営業 1,848,000 円
株式会社京伸 1,980,000 円
関西マネジ興業株式会社 3,100,000 円
鳳産業株式会社 1,783,200 円 落札
株式会社日経サービス 2,800,000 円
株式会社ネクサスサービス関西支 辞退
株式会社大庫ビルサービス 2,088,000 円

配置人員：１名
一日の労働時間：７時間３０分

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 準用河川がらと川構造物点検調査業務委託

2. 事業場所 交野市内

3. 期　　　間 平成２５年２月２日～３月３１日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，３９４，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 扇コンサルタンツ株式会社大阪支店

9.契約金額 ￥９４５，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年2月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社インテコ大阪営業所 3,210,000 円
扇コンサルタンツ株式会社大阪支 900,000 円 落札
株式会社新州大阪支店 2,000,000 円
株式会社西日本技術コンサルタント
大阪事務所

1,980,000 円

株式会社日本構造橋梁研究所大
阪支社

辞退

河川破損状況点検調査（Ｌ＝２．９ｋｍ）　１式
業務打合せ協議　　　　　　　　　　　　　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 がらと川災害復旧工事（１）

2. 工事場所 交野市倉治８丁目地内

3. 工　　　期 平成２５年２月２日～平成２５年３月３１日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，４４７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，４４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社ケイ・エス

10.契約金額 ￥６，４４７，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年2月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
岩熊土木工業株式会社交野支店 辞退
株式会社ケイ・エス 6,140,000 円 落札（くじ）
株式会社ケイ・プランニング・コーポ
レーション

6,447,000 円

佐藤土木工業株式会社交野営業所 6,140,000 円
水谷工業株式会社 6,140,000 円

土工　　　１式
撤去工　　１式
植生工　　Ａ＝４３㎡
護岸工　　Ｌ＝３３ｍ
護床工　　１式
仮設工　　１式
施工延長　Ｌ＝３３ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 がらと川災害復旧工事（２）

2. 工事場所 交野市倉治７丁目地内

3. 工　　　期 平成２５年２月２日～３月３１日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，７７０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，４００，０００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 ￥７，７７０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年2月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
岩熊土木工業株式会社交野支店 辞退
安積建設株式会社交野営業所 12,600,000 円
橘内建設株式会社交野支店

無効

株式会社ケイ・プランニング・コーポ
レーション

7,400,000 円 落札

株式会社正栄土木交野支店
辞退

土工　　　１式
撤去工　　１式
植生工　　Ａ＝３１㎡
護岸工　　Ｌ＝２４ｍ
護床工　　１式
舗装工　　Ａ＝７㎡
防護柵工　Ｌ＝１６ｍ
付帯工　　１式
仮設工　　１式
施工延長　Ｌ＝２４ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 準用河川前川浚渫工事

2. 工事場所 交野市私部南１丁目地内他

3. 工　　　期 平成２５年２月２日～３月３１日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，１７６，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，６５０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 オーレス株式会社

10.契約金額 ￥３，８３２，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年2月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
オーレス株式会社 3,650,000 円 落札（くじ）
加賀ポンプ店 3,650,000 円
北口工業株式会社 3,650,000 円
堀舗道建設株式会社交野営業所 3,650,000 円
株式会社森長工業交野支店 3,650,000 円

土　工　　　Ｖ＝２２０㎥
除草工　　　Ａ＝５９０㎡
施工延長　　８３０ｍ
施工面積　　Ａ＝２４９０㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 傍示地区農地災害復旧工事（４０４－１）

2. 工事場所 交野市傍示地内

3. 工　　　期 平成２５年１月２２日～平成２５年２月２８日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年1月21日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，８５６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，０４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 豊成建設工業株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥２，１４２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年1月22日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社ケイ・エス 2,720,000 円
豊成建設工業株式会社交野営業所 2,040,000 円 落札
有限会社森英興産 辞退
有限会社和紀総合 辞退
株式会社正栄土木交野支店 2,490,000 円

ブロック積み工　Ｌ＝３５．２ｍ
盛土復旧工　Ｌ＝２０．６ｍ

施工延長　Ｌ＝５５．８ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 傍示地区農地災害復旧工事（４０４－５）

2. 工事場所 交野市傍示地内

3. 工　　　期 平成２５年１月２２日～平成２５年２月２８日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年1月21日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，４２８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，０２０，０００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 ￥１，４２８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年1月22日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社ケイ・エス 1,360,000 円
豊成建設工業株式会社交野営業所 辞退 円
有限会社森英興産 辞退 円
有限会社和紀総合 辞退 円
橘内建設株式会社交野支店 1,360,000 円 落札（くじ）

ブロック積み工　Ｌ＝１３．５ｍ
盛土復旧工　Ｌ＝２．０ｍ

施工延長　Ｌ＝１５．５ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私市公園用地フェンス設置工事

2. 工事場所 交野市私市１丁目地内

3. 工　　　期 平成２５年２月２日～２月２２日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年1月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，５８３，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，７５０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 山本工業株式会社

10.契約金額 ￥１，８３７，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年2月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
栗原産業有限会社交野営業所 1,750,000 円
三黄建設株式会社 2,200,000 円
関西交安工業株式会社 辞退
株式会社入正本社 1,750,000 円
山本工業株式会社 1,750,000 円 落札（くじ）

フェンス設置工　Ｌ＝１６５．４５ｍ
門扉設置工　　　１箇所（Ｈ＝１８００）
撤去工　　　　　１式


