
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部西地内汚水管布設工事

2. 工事場所 交野市私部西４・５丁目地内

3. 工　　　期 平成25年12月25日～平成26年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年12月20日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥１４，４４８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１１，６９０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 堀舗道建設株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥１２，２７４，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年12月25日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社平田設備工産 11,690,000 円
株式会社森長工業交野支店 11,690,000 円
水谷工業株式会社 11,690,000 円
堀舗道建設株式会社交野営業所 11,690,000 円 落札（くじ）
交南設備株式会社交野営業所 11,690,000 円
河本興業株式会社交野営業所 11,690,000 円
株式会社西工務店 11,690,000 円
有限会社森英興産 11,690,000 円
株式会社上田建築工務店 12,500,000 円
株式会社前田造園交野支店 11,690,000 円
有限会社和紀総合 11,690,000 円
北口工業株式会社 11,690,000 円
安積建設株式会社交野営業所 11,690,000 円

φ ２００ｍｍ塩ビ管布設工　ｌ＝１１０．０２ｍ
１号組立人孔設置工　　　　Ｎ＝１箇所
小口径塩ビ製人孔設置工　　Ｎ＝３箇所
舗装復旧工　　　　　　　　Ａ＝７２９㎡

施工延長　Ｌ＝１１１．６ｍ　施工面積＝７９２㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 神宮寺1丁目地内汚水管布設工事

2. 工事場所 交野市神宮寺1丁目地内

3. 工　　　期 平成26年1月20日～平成26年3月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年12月20日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，７９８，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，８７０，０００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 ￥４，０６３，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年12月25日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社エイチツーオー交野支店 4,063,500 円
オーレス株式会社 3,870,000 円 落札（くじ）
北口工業株式会社 3,870,000 円
交野市水道サービス株式会社 3,870,000 円
有限会社川人設備 3,870,000 円

汚水管未整備地区の解消を図るため施工するもの。
土工　一式
φ ２００塩化ビ管布設工　Ｌ＝３１．９５ｍ
方円組立人孔設置工　　　Ｎ＝２箇所
塩ビ製汚水桝設置工　　　Ｎ＝８箇所
舗装復旧工　　　　　　　Ａ＝１３３．３㎥
既設構造物撤去工　　　　Ｎ＝３箇所
 



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 私部城跡発掘調査事業（2013‐6次）

2. 事業場所 交野市私部6丁目1741-1他

3. 期　　　間 平成26年1月14日から平成26年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年12月20日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，１６５，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社東海アナース

9.契約金額 ￥１，１５５，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年12月25日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社島田組 1,140,000 円
株式会社安西工業大阪支店 1,150,000 円
株式会社東海アナース 1,100,000 円 落札
有限会社ワーク 1,140,000 円
株式会社アーキジオ 1,150,000 円

調査地
① 交野市私部６丁目１４７１－１、１４７２－２、
１７４４－１
　　２７．０ｍ（Ｌ）×２．０ｍ（Ｗ）×１．６ｍ（Ｈ）
　　１５．０ｍ（Ｌ）×２．０ｍ（Ｗ）×１．６ｍ（Ｈ）
② 交野市私部６丁目２９６９－１、２９６９－５
　　１５．０ｍ（Ｌ）×２．０ｍ（Ｗ）×１．６ｍ（Ｈ）

機械掘削　Ｈ＝１．０ｍ
人力掘削　Ｈ＝０．６ｍ

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 ごみ出しマニュアル印刷製本

2. 事業場所 交野市私部西3－3－1

3. 納期限 平成26年3月7日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年12月20日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，４８０，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社高速オフセット

9.契約金額 ￥１，２４３，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年12月25日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社加地 1,383,800 円
株式会社高速オフセット 1,184,000 円 落札
株式会社京阪工技社 失格
桃花園印刷所 1,581,000 円
株式会社デジタルマップス 辞退

「交野市ごみ出しマニュアル」を作成するもの。
１． 発行日　平成２６年３月
２． 紙面サイズ・紙質
　　　　Ａ４版、冊子型　コート紙　４６．５
３． ページ数・色　　４８ページ、フルカラー（４＋４色）
４． 印刷部数　　　　３４，０００部
５． 紙面・原稿の作成
　　　交野市が作成したデータを印刷可能なデータへ
　　　変換し、校正を行う。
６． 製本　　　針金中綴じ・左上部隅に１穴
７． 版権　　　版権は交野市に属する。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成25年度災害対策分散備蓄物品購入

2. 事業場所 交野市倉治1－15－1他

3. 納期限 平成26年3月14日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年12月20日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，５４６，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 有限会社コバシ産業

9.契約金額 ￥４，３４７，１７８円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年12月25日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
有限会社コバシ産業 4,140,170 円 落札
ミドリ安全株式会社高槻支店 辞退
株式会社ミヨシ 辞退
株式会社ピーシー販売 辞退
第一防災株式会社 辞退
興和防災株式会社 辞退

災害用物品を購入し、倉治小学校他３箇所に分散備蓄するも
の。
　煮炊き不要非常食品　　　　　　　　　　　　　１，５０７食
　煮炊き不要非常食品（高齢者用食）　　　　　　　８１食
　災害用保存水　　　　　　　　　　　　　　　 　　１，５５７本
　災害備蓄用毛布　　　　　　　　　　　　　　　　　　４６９枚
　災害備蓄用敷きパット　　　　　　　　　　　　　 　４６９枚
　食器セット　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １，４５７セット
　避難所用救急箱セット　　　　　　　　 　　　　　　７セット
　災害時用ハンドマイク　　　　　　　　　　　　　　　　７個
　災害用工具セット　　　　　　　　　　　　　 　　　 ３セット
　ＬＥＤ懐中電灯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １４個
　災害時用多機能ラジオ　　　　　　　　　　　　　　 　７個
　防災用ブルーシート　　　　　　　　　　　　　　　　 ７０枚
　災害時用仮設トイレセット　　　　　　　　　　　 １８セット

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成25年度交野市消火器購入

2. 事業場所 交野市内

3. 納期限 平成26年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年12月20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 株式会社興亜電業社交野営業所

9.契約金額 ￥２，０３２，８００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年12月25日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
有限会社ダイトー 2,003,100 円
ホーチキ株式会社大阪支店 2,765,000 円
興和防災株式会社 2,180,000 円
有限会社エイテック・タニグチ 2,868,720 円
中央商工株式会社 2,099,100 円
小川電機工事株式会社 2,040,000 円
株式会社興亜電業社交野営業所 1,936,000 円 落札

市内各施設で使用年限の切れた消火器を撤去し、一括で購入
するもの。
　　本数　４１３本
　　内　１０型　　　　４０２本
　　　　　５０型　　　　 　３本
　　　　　自動車用　　　８本

入札金額（消費税を除く）


