
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 私市山手1丁目地内汚水管改築工事（布設替え）（その２）

2. 場　　　所 交野市私市山手1丁目地内

3. 期　　　間 令和元年12月27日から令和2年3月25日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年12月24日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査型）

7. 予定価格 ￥１４，３３３，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１０，０６０，０００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 ￥１１，０６６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年12月27日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　雨田組 交野市星田北6-2-12 ― 辞退

橘内建設株式会社　交野支店 交野市私部5-22-6 10,060,000 円

株式会社ケイ・プランニング・コーポレーション 交野市私市8-16-52 10,060,000 円

有限会社　川人設備 交野市青山1-17-4 10,060,000 円

有限会社平林建設　交野営業所 交野市倉治5-16-6 10,060,000 円

株式会社　パシオン　交野営業所 交野市東倉治3-2-9 10,060,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 10,060,000 円

有限会社　森英興産 交野市南星台2-1-2 10,060,000 円

堀舗道建設株式会社交野営業所 交野市星田西3-14-1 10,060,000 円

森本水道工業 株式会社 交野市倉治2-1-12 10,060,000 円

株式会社　西工務店 交野市私部5-23-15 10,060,000 円

交南設備株式会社　交野営業所 交野市倉治4-47-7 10,060,000 円
落札候補者

第１位

有限会社　山崎設備 交野市藤が尾4-17-6 10,060,000 円

有限会社　和紀総合 交野市郡津1-55-13 10,060,000 円

豊成建設工業株式会社　交野営業所 交野市向井田1-26-9 10,060,000 円

株式会社中正　交野支店 交野市私部西3-11-16 ― 辞退

株式会社　平田設備工産 交野市星田4-33-3 10,060,000 円

株式会社　エーティーエヌ　交野営業所 交野市南星台2-1-3 10,060,000 円

佐藤土木工業株式会社　交野営業所 交野市郡津2-29-27 10,060,000 円

株式会社交野興業　交野支店 交野市星田7-2076-1 10,060,000 円

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 10,060,000 円

水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 10,060,000 円

管きょ工（開削）　〈管径200㎜〉　・・・L＝94.9m
組立マンホール工（1号）　　　　　・・・２箇所
小型マンホール工（塩ビ製）　　　・・・１箇所
ます設置工（塩ビ製）　　　　　　　・・・１８箇所
取付管布設工　　　　　　　　　　　・・・１８箇所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 南星台本線横断側溝補修工事

2. 場　　　所 交野市南星台4丁目地内他

3. 期　　　間 令和2年1月6日から令和2年3月18日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年12月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，９７３，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，０２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社　西工務店

10.契約金額 ￥４，４２２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年12月27日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社 上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 ― 辞退

三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 4,020,000 円

有限会社　和紀総合 交野市郡津1-55-13 5,000,000 円

株式会社　西工務店 交野市私部5-23-15 4,020,000 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 交野市私市8-16-52 4,020,000 円

有限会社平林建設　交野営業所 交野市倉治5-16-6 ― 欠席

撤去工　　　　１式
土工　　　　　Ⅴ＝３㎥
付帯工　　　　Ｌ＝２９．１ｍ
区画線工　　　Ｌ＝１５ｍ
仮設工　　　　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 都市公園施設更新工事

2. 場　　　所 交野市星田3丁目地内

3. 期　　　間 令和元年12月27日から令和2年3月25日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年12月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，４０４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，８５０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 創景舎らくだ屋造園

10.契約金額 ￥７，５４６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年12月27日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社山満造園 交野市私市5-17-11 7,250,000 円

蒼井創造 交野市幾野3-17-18 7,320,000 円

株式会社グリーン京阪 交野市星田北8-29-7 7,620,000 円

創景舎らくだ屋造園 交野市私市山手4-7-3 6,860,000 円 落札（くじ）

交野造園 交野市私部2-13-11 7,080,000 円

有限会社勝樹園　交野支店 交野市私部4-58-19 7,000,000 円

撤去工　　１式
設置工　　１式
補修工　　１式
付帯工　　１式
処分工　　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和元年度災害備蓄物品購入事業

2. 場　　　所 いきいきランド交野（交野市向井田2-5-1）

3. 納入期限 令和2年3月19日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年12月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，１４５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 有限会社コバシ産業

10.契約金額 ￥１，１６５，２３６円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年12月27日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

辰野株式会社 大阪市中央区南本町2-2-9 ― 欠席

有限会社コバシ産業 交野市星田北5-6-12 1,059,306 円 落札

株式会社ナカムラ消防化学　大阪営業所 大阪市西淀川区大和田5-21-20-102 ― 辞退

株式会社モリタ 京都府城陽市富野南清水76番地 ― 辞退

株式会社阪和総合防災 南大阪支店 堺市中区深井清水町3576 ― 辞退

煮炊き不要非常食（個食）　　　　　　　3350食
煮炊き不要非常食（個食・高齢者用食）　350食
災害用保存水　　　　　　　　　　　　　130箱（24本／箱）
災害用副食（クッキー）　　　　　　　　32ケース（48食／ケース）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 脱臭用高濃度活性炭の購入

2. 場　　　所 交野市星田北１－７－５（乙辺浄化センター内）

3. 納入期限 令和2年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年12月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，５５２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 三葉化工株式会社 大阪営業所

10.契約金額 ￥１，２５１，８００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年12月27日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社データベース大阪営業所 大阪市中央区粉川町4-8-901 ― 辞退

ＡＣＳＴ-ＣＳ株式会社 大阪市中央区道修町1-2-17 1,230,880 円

三雄化工株式会社 大阪市中央区淡路町1-5-10 1,155,000 円

三葉化工株式会社 大阪営業所 吹田市江坂町1-23-43 1,138,000 円 落札

赤沢産業株式会社 大阪市東淀川区西淡路1-1-32 2,270,000 円

数　量　　3.414㎥(0.569㎥×6基・カートリッジ式）
　　　　　　内訳）塩基性ガス用　0.569㎥　×　1基
　　　　　　　　　酸性ガス用　　0.569㎥　×　2基
　　　　　　　　　中性ガス用　　0.569㎥　×　3基
嵩比重　　メーカー仕様
粒　度　　4.0～6.0メッシュ　95%以上
硬　度　　95%以上（JIS-K1474粒状活性炭試験法に基づく）
ライフ　　400日

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市ごみ出しマニュアル印刷

2. 場　　　所 交野市内指定箇所（2箇所）

3. 納入期限 令和2年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年12月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，７１７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 大阪書籍印刷株式会社

10.契約金額 ￥１，８３１，５００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年12月27日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

大阪書籍印刷株式会社 大阪市西淀川区百島1-3-78 1,665,000 円 落札

株式会社近畿印刷センター 柏原市本郷5-6-25 1,935,000 円

株式会社加地 交野市倉治5-1-38 2,925,000 円

桃花園印刷所 枚方市野村元町7-1 1,755,000 円

株式会社フクダピーアール印刷 寝屋川市黒原城内町16-26 1,930,000 円

■交野市ごみ出しマニュアル印刷
　１．交野市ごみ出しマニュアル　45,000部
　　　Ａ４　総ページ４６（中綴じ）　４色フルカラー
　２．印刷精度　１５０線相当
　３．校正　　　色校正１回
　４．梱包・納品　32,000部を市指定箇所に納品。
　　　落札後、梱包単位及び残数の梱包については別途打合せとし、
　　　環境事業所に納品。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 交野市立寺作業所解体工事

2. 場　　　所 交野市寺1丁目271番1

3. 期　　　間 令和2年1月6日から令和2年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和元年12月24日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，９８７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，６８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社　山本土建

10.契約金額 ￥８，１４０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 令和元年12月27日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

株式会社　山本土建 富田林市喜志町5丁目4-33 7,400,000 円 落札

日和建設株式会社
八尾市上之島町北6丁目21番地の1
北川ビル1階

― 欠席

大阪設備管理 株式会社 堺市堺区出島海岸通4丁7番16号 ― 辞退

株式会社　キング工業 大阪市住吉区長居４丁目４番２３号 8,160,000 円

国誉建設株式会社 堺市中区深井沢町３２５２番地 ― 辞退

大勝建設株式会社 大阪市生野区中川西１－８－４ ― 欠席

解体工事
　作業棟、事務所棟、更衣室棟（男女）、シャワー室棟、便所棟
（１・２）
　倉庫棟、鉄筋コンクリート壁、その他外部電気・機械設備類
　※除去対象物以外の副産物等（家電等）は処分に含まない。
　※植栽等の伐採は内容に含まない。
　※外周フェンス、仮囲いは撤去内容に含まない。

入札金額（消費税を除く）


