
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市役所別館耐震補強工事

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25年6月3日～平成25年12月27日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年5月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥  １０５，２３１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥  　８５，１８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社雨田組

10.契約金額 ￥ 　 ８９，４３９，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年6月3日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社雨田組 85,180,000 円 落札（くじ）
株式会社西工務店 85,180,000 円
共立建設株式会社関西支店 97,000,000 円
誠信建設工業株式会社 85,180,000 円
株式会社中道組 辞退
株式会社前田組 85,180,000 円
富国建設株式会社 85,180,000 円
株式会社オオヨドコーポレーション 85,180,000 円

交野市役所別館耐震補強工事
　・建築工事
　　　　　　　　　　　　　　1階　　　　2階　　　　3階　　　　4階
　ＲＣ壁新設　　　　　　  9箇所　　3箇所　　　1箇所　　  ―
　鉄骨ブレース新設　 　6箇所　　7箇所　　　　―　　　　―
　ＲＣ梁新設　　　　　　　―　　　　7箇所　　　　―　　　　―
　スリット新設　　　　　　3箇所　　2箇所　　　　―　　　　―
　ＲＣ巻立柱補強　　　　2箇所　　2箇所　　　　―　　　　―

交野市役所別館耐震補強工事に伴うＥＶ設置・多目的トイレ設置
等工事
　・ＥＶ新設（1階～3階、乗用兼車椅子仕様、750kg/11人乗り）
　・1階部分　多目的トイレ設置（身障者用便所）
　・2階・3階部分　予備室新設　など



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成25年度交野市立小・中学校簡易専用水道定期検査業務委託

2. 事業場所 交野市私部1-54-1他7箇所

3. 期　　　間 平成25年6月3日から平成25年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥　　７６６，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社交野興業交野支店

9.契約金額 ￥　　７２４，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年6月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社交野興業交野支店 690,000 円 落札
交野市水道サービス株式会社 792,000 円
共栄設備工業株式会社交野営業 890,000 円
株式会社エコ・テクノ枚方支店 700,000 円
株式会社希望通管 740,000 円

市内小・中学校の法定点検
　・小学校６校（交野、妙見坂、長宝寺、旭、藤が尾、私市）
・中学校２校（第二、第四）
受水槽清掃・点検
　・小学校４基、中学校１基
高架水槽清掃・点検
　・小学校７基、中学校２基
水質検査
　・小学校７体、中学校２体
簡易専用水道法定検査
　・小学校６校、中学校２校

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成25年度交野市立小・中学校消防設備点検業務委託

2. 事業場所 交野市私部1-54-1他13箇所

3. 期　　　間 平成25年6月3日から平成25年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，９９２，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 有限会社真電

9.契約金額 ￥２，２０５，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年6月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
有限会社真電 2,100,000 円 落札
京阪初田サービス株式会社 2,200,000 円
興和防災株式会社 2,460,000 円
株式会社大一商会 2,630,000 円
有限会社ダイトー 2,410,000 円
ホーチキサービス株式会社 2,410,000 円

消防設備の点検
・小学校１０校、中学校４校の機器点検及び総合点検

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立青年の家耐震二次診断及び補強計画策定業務

2. 事業場所 交野市私部2-29-1

3. 期　　　間 平成25年6月3日から平成25年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，１００，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社日総建大阪事務所

9.契約金額 ￥４，４６２，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年6月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社大和建築事務所 6,800,000 円
株式会社芦沢設計 4,611,600 円
株式会社高橋上田設計事務所 辞退
株式会社内藤設計 6,950,000 円
株式会社日総建大阪事務所 4,250,000 円 落札

青年の家の耐震診断
（耐震診断業務）
　・標準業務　予備調査、現地調査、耐震診断、報告書の作成
　・付加業務　補強計画、補強工事費概算等
　（対象建物の概要）
　　・本館棟
　　　昭和51年11月建築　ＲＣ造一部Ｓ造3階建ＰＨ付
　　　延床面積3280.01㎡
　　・屋内体育館棟
　　　昭和51年11月建築　ＲＣ造1階建
　　　延床面積1126.95㎡
　　合計延床面積　4406.96㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 自家発電機購入

2. 事業場所 交野市私部１－１－１

3. 納　期　限 平成25年8月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，１５２，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 福岡電機株式会社

9.契約金額 ￥１，６９５，７５０円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年6月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
有限会社岡田電器産業 2,100,000 円
辰野株式会社 2,119,000 円
東芝電機サービス株式会社関西支 2,300,000
株式会社明電舎関西支社 辞退
福岡電機株式会社 1,615,000 円 落札
株式会社みまさか電気工業 2,550,000 円

納入品の仕様
　・三相４線式２００V
　・出力　４５KVA以上
　・電圧　２２０V
　・電流　１１８A以上
　・動力　ディーゼルエンジン
　・燃料　経由
　・燃料タンク容量　１００L以上
　・排出ガス対策指定機　第３次
　・騒音　低騒音型以上
　・単相補助出力　１３．２KVA以上
　・単相補助電圧　１１０V
　・単相補助専用端子　６．６KVA以上×１以上
　・単相補助出力コンセント　１．６５KVA以上×１以上

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立健康増進センター１階空調設備取替工事

2. 工事場所 交野市天野が原町５－５－１

3. 工　　　期 平成25年6月3日～平成25年7月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥　５，５３３，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥  ４，２００，０００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 ￥　４，４１０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年6月3日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社精研 4,200,000 円
株式会社北村商店 4,200,000 円
若林設備工業株式会社交野支店 4,200,000 円
東部水道産業株式会社交野支店 4,200,000 円
森本水道工業株式会社 4,200,000 円 落札（くじ）

　空調設備工事　１式
　撤去工事　１式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 第23回参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置等業務委託

2. 事業場所 交野市内142箇所

3. 期　　　間 平成25年6月3日～平成25年7月24日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，９００，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 有限会社大西工芸社

9.契約金額 ￥１，２４９，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年6月3日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
有限会社大西工芸社 1,190,000 円 落札
株式会社選挙設備関西 1,900,000 円
TSP太陽株式会社大阪支店 辞退
有限会社脇田グループ 2,400,000 円
株式会社タナカ関西ディスプレイ 1,988,000 円
不二工芸株式会社 3,132,000 円

市内１４２箇所に参議院選挙のポスター掲示板を設置等するも
の。
（業務内容）掲示板の作成　１６区画（２段）
　　掲示板の設置　公示日前３日前から選挙期日までの間
　　掲示板の撤収　撤収物の廃棄含む

入札金額（消費税を除く）


