
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 星田妙見川護岸等補修工事

2. 工事場所 交野市星田9丁目地内

3. 工　　　期 平成26年11月2日から平成27年3月2日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年10月31日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２４，０７３，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１８，３８０，０００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 ￥１９，８５０，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年11月1日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
有限会社和紀総合 交野市郡津1‐55‐13 21,990,000 円
交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4‐47‐7 18,380,000 円
森本水道工業株式会社 交野市倉治2‐1‐12 18,380,000 円 落札（くじ）
株式会社雨田組 交野市星田北6‐2‐12 18,380,000 円
山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6‐37‐6 辞退
有限会社森英興産 交野市南星台2‐1‐2 21,990,000 円
株式会社上田建築工務店 交野市郡津5‐47‐12 22,290,000 円
河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私市8‐16‐31 22,280,000 円
株式会社戸田設備工業所交野支店 交野市私部西5‐15‐12 18,380,000 円
株式会社正栄土木交野支店 交野市青山2‐3‐1 辞退
株式会社前田造園交野支店 交野市私部5‐2‐33 22,290,000 円
株式会社エイチツーオー交野支店 交野市向井田1‐29‐1 辞退
三黄建設株式会社 交野市星田西3‐16‐3 辞退
株式会社西村工業交野営業所 交野市東倉治4‐47‐9 辞退
堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市天野が原町2‐4‐15 参加資格なし※

土工　一式
撤去工　一式
護岸工　Ａ＝２３６．２㎡
用水路工　Ｌ＝４８ｍ
仮設工　一式
　施工延長　Ｌ＝９０ｍ

※参加資格要件のうち、今年度の落札回数制限に該当したため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立あさひ幼児園遊具入替他工事

2. 工事場所 交野市星田5-2-12

3. 工　　　期 平成26年11月1日から平成27年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年10月31日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１９，９９０，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１５，７３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 河本技建工業株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥１６，９８８，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年11月1日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
有限会社和紀総合 交野市郡津1‐55‐13 18,000,000 円
森本水道工業株式会社 交野市倉治2‐1‐12 参加資格なし※
株式会社雨田組 交野市星田北6‐2‐12 15,730,000 円
山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6‐37‐6 辞退
有限会社森英興産 交野市南星台2‐1‐2 18,000,000 円
株式会社上田建築工務店 交野市郡津5‐47‐12 18,000,000 円
河本技建工業株式会社交野営業所 交野市私市8‐16‐31 15,730,000 円 落札（くじ）
株式会社戸田設備工業所交野支店 交野市私部西5‐15‐12 15,730,000 円
株式会社前田造園交野支店 交野市私部5‐2‐33 18,050,000 円
三黄建設株式会社 交野市星田西3‐16‐3 15,730,000 円
堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市天野が原町2‐4‐15 参加資格なし※

共通仮設工事　一式
解体撤去工事　一式
遊具入替工事　一式
駐車場拡張工事　一式
歩道切下げ・復旧工事　一式
テラス屋根設置工事　一式
駐輪場設置工事　一式

※参加資格要件のうち、今年度の落札回数制限に該当したため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 倉治児童会新築工事

2. 工事場所 交野市倉治1-15-1

3. 工　　　期 平成26年11月4日から平成27年2月11日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年10月31日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２８，２９６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２２，２７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社森英興産

10.契約金額 ￥２４，０５１，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年11月4日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社雨田組 交野市星田北6‐2‐12 辞退
株式会社西工務店 交野市私部5‐23‐15 22,270,000 円
有限会社森英興産 交野市南星台2‐1‐2 22,270,000 円 落札（くじ）

建築主体工事　一式
基礎、コンクリート工事　一式
　プレハブ建屋工事　一式
プレハブ本体　1棟
　　　屋根折板葺き　H=88
　　　外壁サンドイッチパネル
　　　建具アルミサッシ　軽量鉄骨造1F　4k×15k
　　　玄関庇　1820×2730及び1820×9100
　　内装工事　一式
　　雑工事　一式
撤去・移設工事　一式
電気設備工事　一式
給排水衛生設備工事　一式
換気設備工事　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私市中央線（御幸橋）他橋梁補修工事

2. 工事場所 交野市私市9丁目地内他

3. 工　　　期 平成26年11月5日から平成27年3月19日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年10月31日

6. 入札方法 指名競争入札

9. 予定価格 ￥９，９９０，０００円（消費税を含む）

10.最低制限価格 ￥７，５３０，０００円（消費税を含まない）　

11.契約の相手方 株式会社雨田組

12.契約金額 ￥８，１３２，４００円（消費税を含む）

13.契約日 平成26年11月4日

14.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社雨田組 交野市星田北6‐2‐12 7,530,000 円 落札
株式会社ケイ・エス 交野市私部6‐21‐2 辞退
水谷工業株式会社 交野市星田北6‐2‐14 辞退
有限会社森英興産 交野市南星台2‐1‐2 9,000,000 円
有限会社和紀総合 交野市郡津1‐55‐13 9,000,000 円

私市中央線（御幸橋）補修工事
　　橋面舗装工　A=40.3㎡　　　 橋面防水工　A=40.3㎡
　　ひび割れ補修工　L=9.1m　  断面修復工　V=1.1㎥
　　表面保護工　A=39.3㎡　　　 主桁補修工　A=2.2㎡
　　塗装塗替工　A=77.2㎡
私部１号線（無名橋）補修工事
　　ひび割れ補修工　V=0.001㎥　断面修復工　A=0.06㎥
　　表面保護工　A=19.9㎡
施工延長　L=21.1m　施工面積　A=77.9㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 別館外構整備及び倉庫新築工事

2. 工事場所 交野市私部1-1-1（交野市役所別館）

3. 工　　　期 平成26年11月5日から平成27年3月13日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年10月31日

6. 入札方法 指名競争入札

9. 予定価格 ￥９，９７９，２００円（消費税を含む）

10.最低制限価格 ￥７，８５０，０００円（消費税を含まない）　

11.契約の相手方 株式会社西工務店

12.契約金額 ￥９，７０９，２００円（消費税を含む）

13.契約日 平成26年11月4日

14.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社西工務店 交野市私部5‐23‐15 8,990,000 円 落札
水谷工業株式会社 交野市星田北6‐2‐14 9,150,000 円
株式会社吉信工務店 交野市郡津1‐55‐14 9,150,000 円
株式会社上田建築工務店 交野市郡津5‐47‐12 9,150,000 円
有限会社森英興産 交野市南星台2‐1‐2 9,150,000 円
有限会社古谷建設 交野市藤が尾4‐4‐3 9,150,000 円

１．建築工事
　　　プレハブ構造平屋建て資材倉庫新築（床面積33.12㎡）
　　　既設植栽・バリカー撤去　街灯・カーブミラーの移設
　　　駐車場整備
　　　インターロッキング整備
　　　正面アプローチ整備
２．設備工事
　　　給排水設備
　　　消防設備（消火器）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 準用河川免除川構造物点検業務

2. 事業場所 交野市郡津4丁目他地内

3. 期　　　間 平成26年11月5日から平成27年2月27日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年10月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，８０１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社浪速技研コンサルタント

9.契約金額 ￥３，２４０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年11月4日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社浪速技研コンサルタント 茨木市下穂積1‐2‐29 3,000,000 円 落札
晃和調査設計株式会社 大阪市北区中津3‐10‐4‐301 3,400,000 円
中央復建コンサルタンツ株式会社 大阪市東淀川区東中島4-11-10 3,600,000 円
株式会社日建設計シビル 大阪市中央区高麗橋4‐6‐2 3,500,000 円
株式会社エース大阪支社 大阪市中央区釣鐘町2‐1‐4‐304 3,300,000 円
株式会社東京建設コンサルタント関西
本社

大阪市北区天満橋1‐8‐63　トーケン大阪ビル 18,000,000 円

　計画準備　一式
　調査・点検　一式
　　対象延長　3.68㎞
　対策案の検討　一式
　　施工延長　3680m



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 倉治地区汚水管布設に伴う測量設計委託

2. 事業場所 交野市倉治2丁目地内

3. 期　　　間 平成26年11月4日から平成27年2月6日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年10月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，０７１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社関西エンジニヤリング大阪営業所

9.契約金額 ￥２，４７８，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年11月4日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
扇コンサルタンツ株式会社大阪支店 枚方市長尾元町6‐9‐10‐503 2,700,000 円
株式会社日照技術コンサルタント大阪
支店

枚方市牧野阪1‐22‐1 5,000,000 円

株式会社関西エンジニヤリング大阪営
業所

大阪市西淀川区姫里1‐20‐3 2,295,000 円 落札

株式会社大阪水道工業会研究所 大阪市北区天神橋3‐6‐26 4,000,000 円
ケイエムエンジニアリング株式会社大
阪支店

大阪市中央区平野町1‐8‐11　ルート北浜ビル
4階

3,100,000 円

浜エンジニアリング株式会社大阪支店 交野市東倉治3‐10‐8 3,700,000 円

　測量業務
　　平板測量　A=0.00054m2
　　4級水準測量観測　L=93m
　　縦断測量　L=93m
　　横断測量　L=93m
　設計業務
　　実施設計（耐震レベル１）開削工法　φ 200mm　L=93m



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立小学校理科教育設備整備等補助金備品購入

2. 事業場所 交野市郡津4-13-1（郡津小学校）他2校

3. 納期限 平成26年12月26日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年10月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９９３，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社寝屋川教材社

9.契約金額 ￥９２５，６８９円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年11月4日

11.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
有限会社ティエムアイ 守口市南寺方南通3‐14‐17 879,850 円
株式会社寝屋川教材社 寝屋川市上神田1‐9‐28 857,120 円 落札
株式会社タナカ 守口市南寺方東通3‐8‐6 欠席
株式会社アートセンターハヤカ
ワ

枚方市楠葉並木2‐28‐18 辞退

有限会社フジイ学習社 枚方市高田２‐１７‐２ 辞退
有限会社高辻文具 四條畷市塚脇町6‐14 辞退
株式会社上北商会 守口市金田町4‐5‐26 欠席
株式会社大塚商会ＬＡ関西営
業部

大阪市福島区福島6‐14‐1 辞退

郡津小学校
　デジタル生物顕微鏡　1個
　胎児の大きさ体感モデル　1個　等
岩船小学校
電子てんびん　6個
　生物顕微鏡　1個
　デジタル実体顕微鏡　1個　等
倉治小学校
　誘導コイル（無接点式　1個
　デジタル顕微鏡カメラ　1個　等



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成26年度交野市航空写真撮影業務委託

2. 事業場所 交野市全域

3. 期　　　間 平成26年11月4日から平成27年3月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年10月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２８３，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 カンゼ航測株式会社

9.契約金額 ￥３，２４０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年11月4日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
カンゼ航測株式会社 大阪市中央区南船場1‐7‐8 3,000,000 円 落札
アジア航測株式会社大阪支店 大阪市北区天満橋1‐8‐30　OAPタワー 辞退
国際航業株式会社大阪支店 大阪市中央区南船場2‐3‐2　南船場ハートビル 辞退
三和航測株式会社関西支社 大阪市淀川区西中島6‐3‐24‐408 辞退
株式会社日航コンサルタント関西営業 大阪市中央区上本町西2‐1‐1‐601 辞退
朝日航洋株式会社西日本空情支社 吹田市垂水町3‐35‐31 辞退

作業範囲　交野市市全域　25.55km²
作業内容
1.航空写真撮影(S=1/10,000）　5コース　98枚
航空写真用エリアセンサ方式デジタルカメラ及びDMCデ
ジタルマトリックスカメラを用いた撮影
航空写真のフォーマットは非圧縮形式のTIFFとする。
2.デジタルオルソデータ作成　25.55 km²
3.撮影期間　平成26年12月25日～平成27年1月5日
4.既存固定資産評価システムへの航空写真データベース更
　新



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市役所庁舎敷地内樹木剪定等業務委託

2. 事業場所 交野市私部1-1-1（市役所本館・別館敷地内）

3. 期　　　間 平成26年11月4日から平成26年12月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年10月31日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，０１５，２００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 ￥９１８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年11月4日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
交野造園 交野市私部2‐13‐11 920,000 円
株式会社前田造園交野支店 交野市私部5‐2‐33 980,000 円
創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4‐7‐3 1,350,000 円
交野市水道サービス株式会社 交野市私市2‐24‐1 1,080,000 円
株式会社交野興業交野支店 交野市星田7‐2076‐1 1,500,000 円
石田造園土木株式会社交野支店 交野市寺2‐18‐17 850,000 円 落札

　剪定業務 一式
　　剪定対象高木 26本
　　剪定枝運搬 13㎡
　刈込み業務 一式
　　刈込み面積（寄植え）485㎡
　除草業務 一式
　　道路除草面積 700㎡
　　集草・積込運搬 700㎡
　清掃業務 一式
　　排水溝清掃 120m


