
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 星田北線舗装補修工事

2. 工事場所 交野市星田北5丁目地内

3. 工　　　期 平成25年9月3日～平成25年12月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年8月29日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥３３，９４６，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２８，６２０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 森本水道工業株式会社

10.契約金額 ￥３０，０５１，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年9月2日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
河本技建工業株式会社交野営業所 28,620,000 円
豊成建設工業株式会社交野営業所 28,620,000 円
河本興業株式会社交野営業所 28,620,000 円
岩熊土木工業株式会社交野支店 28,620,000 円
森本水道工業株式会社 28,620,000 円 落札（くじ）
堀舗道建設株式会社交野営業所 28,620,000 円
安積建設株式会社交野営業所 28,620,000 円

土工　　　  一式
撤去工　　 一式
舗装工　　 Ａ＝６１４５㎡
区画線工　一式
付帯工　　 一式

施工延長　Ｌ=５０２ｍ
施工面積　Ａ=６１４５ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 準用河川除草清掃委託

2. 事業場所 交野市郡津4丁目地内他

3. 期　　　間 平成25年9月2日から平成25年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，６６４，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社山満造園本店

9.契約金額 ￥２，５２０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年9月2日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
交野造園 2,850,000 円
株式会社総合緑化 2,920,000 円
ダイワ緑地株式会社交野営業所 2,900,000 円
株式会社前田造園交野支店 2,484,000 円
株式会社山満造園本店 2,400,000 円 落札

除草清掃業務　一式
　機械除草　　　　Ａ＝３４４３４．５㎡
　人力除草　　　　Ａ＝　７５１８．５㎡
　散在塵芥収集　Ａ＝４１９５３．０㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 普通河川除草清掃委託

2. 事業場所 交野市倉治７丁目地内他

3. 期　　　間 平成25年9月2日から平成25年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，００５，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社山満造園本店

9.契約金額 ￥１，６２７，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年9月2日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社グリーン京阪 1,670,000 円
株式会社交野興業交野支店 1,980,000 円
創景舎らくだ屋造園 1,650,000 円
株式会社総合緑化 1,950,000 円
株式会社山満造園本店 1,550,000 円 落札

除草清掃業務　一式
　機械除草　　　　Ａ＝１８０８１．５㎡
　人力除草　　　　Ａ＝　４１８３．７㎡
　散在塵芥収集　Ａ＝２２２６５．２㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 道路除草清掃委託

2. 事業場所 交野市内全域

3. 期　　　間 平成25年9月2日から平成25年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，４１２，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社前田造園交野支店

9.契約金額 ￥１，８７８，４５０円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年9月2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 3,200,000 円
交野市水道サービス株式会社 2,440,000 円
創景舎らくだ屋造園 1,920,000 円
ダイワ緑地株式会社交野営業所 3,857,000 円
株式会社前田造園交野支店 1,789,000 円 落札

除草清掃業務　一式
　機械除草　　　　Ａ＝２２７３４．９㎡
　人力除草　　　　Ａ＝　　１９９．５㎡
　散在塵芥収集　Ａ＝２２９３４．４㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 地下水質調査業務委託

2. 事業場所 交野市大字私市3029番地　外

3. 期　　　間 平成25年9月3日から平成26年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，１２３，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 帝人エコ・サイエンス株式会社関西事業所

9.契約金額 ￥　　８７１，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年9月2日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
関西環境リサーチ株式会社 840,000 円
一般財団法人日本気象協会関西支社 1,440,000 円
株式会社日吉 900,000 円
公益財団法人ひょうご環境創造協会 967,000 円
帝人エコ・サイエンス株式会社関西事
業所

830,000 円 落札

地下水質調査業務
　・対象：市内地下水３箇所
　　　　　　　新ごみ処理施設整備事業計画地　２箇所
　　　　　　　周辺井戸　１箇所
　・業務内容
　　　（１）検体の採取
　　　（２）検査及び報告
　　　（３）検体の採取日時及び採取場所等の記録
　・調査項目
　　　水素イオン濃度、鉛、砒素、ベンゼン、ふっ素
　　　ほう素、ダイオキシン類

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成25年度交野市防犯灯LED化事業第2期工事

2. 工事場所 交野市内399箇所

3. 工　　　期 平成25年9月2日～平成25年12月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，４３１，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，７７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社北村商店

10.契約金額 ￥７，１０８，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年9月2日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社水谷電気工業 6,770,000 円
株式会社北村商店 6,770,000 円 落札（くじ）
株式会社みまさか電気工業 6,770,000 円
有限会社岡田電器産業 6,770,000 円
セイヤ電気 6,770,000 円

灯具取替　ＬＥＤ防犯灯２０ＶＡ　Ｎ＝３５台
灯具取替　ＬＥＤ防犯灯１０ＶＡ　Ｎ＝３６４台



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市リサイクルセンター浄化槽新設工事

2. 工事場所 交野市星田北1-7-5

3. 工　　　期 平成25年9月3日～平成25年11月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年8月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，１５０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，５５０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 若林設備工業株式会社交野支店

10.契約金額 ￥２，６７７，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年9月2日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
若林設備工業株式会社交野支店 2,550,000 円 落札（くじ）
有限会社川人設備 2,760,000 円
株式会社平田設備工産 2,550,000 円
有限会社山崎設備 2,550,000 円
株式会社交野興業交野支店 2,550,000 円
交野市水道サービス株式会社 2,550,000 円

浄化槽設備工事　　　一式
　合併浄化槽１８人槽　１基
排水設備工事　　　　一式
　ＨＩＶＰ管　φ ７５　３２．０ｍ
　ＶＵ管　φ １００　　１８．０ｍ


