
入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 警察学校線(無名橋)他橋梁補修工事

2. 場　　　所 交野市東倉治4丁目地内他

3. 期　　　間 令和3年12月28日から令和4年3月23日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年12月23日

6. 入札方法 制限付一般競争入札（事後審査郵便型）

7. 予定価格 ¥16,676,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥11,250,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社和紀総合

10.契約金額 ¥12,375,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

北口工業　株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 11,250,000 円

堀舗道建設株式会社　交野営業所 大阪府交野市星田西3丁目14番１号 11,250,000 円

橘内建設株式会社　交野支店 大阪府交野市私部五丁目22番6号 11,250,000 円

森本水道工業 株式会社 大阪府交野市倉治2丁目1番12号 11,250,000 円

有限会社　山崎設備 大阪府交野市藤が尾４－１７－６ 11,250,000 円

水谷工業株式会社 大阪府交野市星田北6丁目2番14号 11,250,000 円

有限会社　和紀総合 大阪府交野市郡津１丁目５５番１３号 11,250,000 円
落札候補者
第１位（くじ）

佐藤土木工業株式会社　交野営業所 交野市郡津２丁目２９番２７号 11,250,000 円

株式会社　パシオン　交野営業所 大阪府交野市東倉治3丁目2番9号 11,250,000 円

交南設備株式会社　交野営業所 大阪府交野市倉治４－４７－７ 11,250,000 円

警察学校線
・断面修復工　　　1構造物
・ひび割れ注入工　1構造物
・水切材設置工　　L=8m
・クラック補修　　L=10.2m
・仮設工　　　　　1式

私部郡津線
・断面修復工　　　1構造物
・ひび割れ充填工　1構造物
・排水管設置工　　L=2.8m
・伸縮装置設置工　L=6.7m
・表層工(歩道)　　L=4.5m
・塗装工　　　　　105.2m2
・仮設工　　　　　1式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 寺2丁目地内水路補修工事

2. 場　　　所 交野市寺2丁目地内

3. 期　　　間 令和3年12月28日から令和4年3月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年12月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥2,365,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥1,650,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社家永技建

10.契約金額 ¥1,815,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

有限会社川人設備 交野市青山１丁目１７番４号 2,150,000 円

有限会社森英興産
大阪府交野市南星台２丁目１番２
号

2,150,000 円

株式会社姫技建
大阪府交野市向井田1丁目51番6
号

2,150,000 円

株式会社家永技建 大阪府交野市幾野六丁目11番1号 1,650,000 円 落札

有限会社平林建設　交野営業所 大阪府交野市倉治5丁目16番6号 - 辞退

土工・・・・・V=23.5m3
排水工・・・・L=33.6m
仮設工・・・・一式

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 自然環境整備用地フェンス設置等工事

2. 場　　　所 交野市星田6丁目2516番1地内

3. 期　　　間 令和3年12月28日から令和4年3月22日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年12月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥4,323,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 ¥3,510,000円 （消費税を含まない）

9.契約の相手方 北口工業株式会社

10.契約金額 ¥3,861,000円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　　用

三黄建設株式会社 交野市星田西３－１６－３ 無効
入札書

不備のため

森本水道工業 株式会社 大阪府交野市倉治2丁目1番12号 3,510,000 円

北口工業株式会社 大阪府交野市星田５－７－４ 3,510,000 円 落札（くじ）

有限会社古谷建設
大阪府交野市藤が尾４丁目４番３
号

- 辞退

株式会社パシオン　交野営業所 大阪府交野市東倉治3丁目2番9号 3,510,000 円

既設法面撤去工・・・・・・7㎥
擁壁A設置工・・・・・・L=15.1m
擁壁B設置工・・・・・・・1箇所
法面整形工・・・・・・・25.0㎡
コンクリート舗装工・・・20.0㎡
ネットフェンス設置工・・24.0m

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

3. 期　　　間 令和4年3月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年12月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,705,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ＡＣＳＴ－ＣＳ株式会社

10.契約金額 ¥1,191,344円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

三雄化工株式会社 大阪市中央区淡路町1-5-10 1,200,000 円

株式会社タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田2丁191番地1 1,230,000 円

ＡＣＳＴ-ＣＳ株式会社 大阪市中央区道修町1丁目2-17 1,083,040 円 落札

巽合成化学株式会社 大阪市西成区北津守4丁目4番21 1,594,200 円

三葉化工株式会社　大阪営業所 大阪府吹田市江坂町１丁目２３番４３号 1,140,000 円

交野市星田北1-7-5　乙辺浄化センター内

高濃度活性炭　3.414㎥の購入
　活性炭入替作業（１０トンクレーン車使用）
　作業終了後臭気分析を含む作業報告書を作成

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 令和3年度災害備蓄食等購入事業

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和4年3月18日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年12月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,998,000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 ¥921,697円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

株式会社ミヨシ
大阪府大阪市浪速区桜川４丁目１０番２
７号

911,976 円

有限会社　コバシ産業 大阪府交野市星田北5-6-12 853,424 円 落札

ヴィレップス合同会社
大阪府松原市田井城１丁目６－２２　５Ｆ
－Ａ

1,479,992 円

株式会社ピーシー販売 大阪府摂津市鳥飼銘木町15番21号 1,080,920 円

株式会社 ＪＴＢ商事関西法人営業所 大阪府大阪市西区土佐堀１－３－７ - 辞退

交野市向井田2-5-1（いきいきランド交野）他

煮炊き不要非常食（個食）　　　　3500食
煮炊き不要非常食（個食・高齢者） 400食
災害用保存水　　　　　　　　　　 119箱
災害用副食（クッキー）　　　　32ケース

入札金額
（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 名　　　称 小学校統合校舎整備事業における学校図書移送等業務委託

2. 場　　　所

3. 期　　　間 令和3年12月28日から令和4年2月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 令和3年12月23日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ¥1,694,000円 （消費税を含む）

8.最低制限価格 　　　　―

9.契約の相手方 ＳＢＳロジコム株式会社

10.契約金額 ¥974,270円 （消費税を含む）

11.契約日 令和3年12月28日

12.参加業者等

参加業者名 住所 適　用

ＳＢＳロジコム株式会社 東京都墨田区太平４－１－３ 885,700 円 落札

株式会社図書館流通センター　関西
支社

大阪府吹田市広芝町１８番２４号 - 辞退

近畿配送サービス株式会社 八尾市南亀井町5丁目2番28号 - 辞退

株式会社　伊藤伊大阪 大阪府東大阪市西石切町1-11-30 - 辞退

株式会社ホウワ 奈良県大和郡山市横田町５９５番地の１ 無効
入札書

不備のため

交野市私部1-54-1他

事前調査および配架シミュレーションの作成
図書資料（約8500冊）及び什器の移送
移送先での配架　等

入札金額
（消費税を除く）


