
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 青山１２号線他舗装補修工事

2. 工事場所 交野市青山１丁目地内

3. 工　　　期 平成25年7月2日～平成25年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年6月27日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥２３，２０５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１７，０９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社上田建築工務店

10.契約金額 ￥１７，９４４，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年7月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
堀舗道建設株式会社交野営業所 17,090,000 円
株式会社正栄土木交野支店 17,090,000 円
株式会社上田建築工務店 17,090,000 円 落札（くじ）
豊成建設工業株式会社交野営業所 17,090,000 円
有限会社和紀総合 17,090,000 円
河本技建工業株式会社交野営業所 17,090,000 円
株式会社西工務店 17,090,000 円
有限会社森英興産 17,090,000 円
三黄建設株式会社 17,090,000 円
株式会社平田設備工産 17,090,000 円
株式会社戸田設備工業所交野支店 欠席
安積建設株式会社交野営業所 17,090,000 円
水谷工業株式会社 17,090,000 円
株式会社前田造園交野支店 17,090,000 円
交南設備株式会社交野営業所 17,090,000 円
河本興業株式会社交野営業所 17,090,000 円

撤去工　１．０式
排水溝　Ｌ＝１４．８ｍ
舗装工　Ａ＝３５４８．７㎡
区画線工　１．０式

施工延長Ｌ＝７７９ｍ
施工面積Ａ＝３５４９㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市管理道路路面性状調査業務

2. 工事場所 交野市全域

3. 工　　　期 平成25年7月2日～平成25年12月27日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年6月27日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１４，２２７，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社オリエンタルコンサルタンツ関西支社

9.契約金額 ￥１２，６００，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
パシフィックコンサルタンツ株式会社
大阪本社

辞退

株式会社オリエンタルコンサルタンツ
関西支社

12,000,000 円 落札

国際航業株式会社大阪支店 15,000,000 円
株式会社パスコ大阪支店 14,400,000 円

本市が管理する道路の路面性状を調査するもの
　　　　　　　　種別　　　　　　　　　延長　　　　舗装面積
（業務範囲）１級幹線道路　　　23,335m　／　225,073㎡
　　　　　　　２級幹線道路　　　16,145m　／　107,748㎡
　　　　　　　その他生活道路 152,293m　／　744,748㎡
　　　　　　　認定外道路　　　　20,000m　／　 80,000㎡
（業務内容）　計画・準備　　　　　　１式
　　　　　　　　調査・点検方法の検討　１式
　　　　　　　　路面性状調査（舗装）　１式
　　　　　　　　調査・点検結果整理　　１式
　　　　　　　　修繕計画作成　　　　　１式
　　　　　　　　報告書作成　　　　　　１式
　　　　　　　　業務打合せ　　　　　　１式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立第一中学校給排水設備改修工事

2. 工事場所 交野市私部南３－１－１

3. 工　　　期 平成25年7月5日～平成25年8月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１７，９８６，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１４，５６０，０００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 ￥１５，２８８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年7月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
北口建設工業株式会社交野営業所 辞退
株式会社西工務店 14,560,000 円 落札
株式会社前田組 辞退
安積建設株式会社交野営業所 17,100,000 円
株式会社オオヨドコーポレーション 17,130,000 円
株式会社吉信工務店 16,800,000 円

普通教室棟②（１・２階便所及び1部屋外排水）
　給水管・雑排水管・汚水管改修
　衛生設備器具等機械設備改修
　照明器具等電気設備改修
　トイレブース等内装改修
　その他



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立第一中学校防球ネット嵩上げ工事

2. 工事場所 交野市私部南３－１－１

3. 工　　　期 平成25年7月2日～平成25年8月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，２０８，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，２１０，０００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 ￥４，４２０，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年7月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
栗原産業有限会社交野営業所 辞退
株式会社ケイ・エス 4,960,000 円
三黄建設株式会社 4,210,000 円
株式会社山満造園本店 4,210,000 円
山本工業株式会社交野支店 4,210,000 円
有限会社和紀総合 4,210,000 円 落札（くじ）

仮設工事　１．０式
防球ネット設置工事　１．０式
一般管理費　１．０式
現場管理費　１．０式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立星田小学校他２校職員室電源増設工事

2. 工事場所 交野市立星田小学校他２校

3. 工　　　期 平成25年7月22日～平成25年8月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，１９４，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，７７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 橘電工株式会社

10.契約金額 ￥１，８５８，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年7月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社興亜電業社交野営業所 1,770,000 円
有限会社真電 1,895,000 円
セイヤ電気 2,000,000 円
橘電工株式会社 1,770,000 円 落札（くじ）
株式会社みまさか電気工業 1,800,000 円

仮設工事　１．０式
電気工事　１．０式
一般管理費　１．０式
現場管理費　１．０式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部３丁目地内汚水管増補工事

2. 工事場所 交野市私部３丁目地内

3. 工　　　期 平成25年7月1日～平成25年8月19日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，６７２，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，２６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 森長工業交野支店

10.契約金額 ￥３，４２３，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年7月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
交野市水道サービス株式会社 3,260,000 円
交南設備株式会社交野営業所 3,260,000 円
株式会社西村工業交野営業所 3,260,000 円
森長工業交野支店 3,260,000 円 落札（くじ）
共栄設備工業株式会社交野営業所 3,260,000 円

土工　１．０式
　管布設工　Ｌ＝２５．５８ｍ
　雑工（仮復旧工等）１．０式
　舗装工
　　・車道　基層工　Ａ＝３０．３１㎡
　　・車道　表層工　Ａ＝１０８．９７㎡
　　・歩道　表層工　Ａ＝５６．８７㎡
　　・歩・車道　不陸整正　Ａ＝１６５．８４㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部５丁目地内汚水管布設工事

2. 工事場所 交野市私部５丁目地内

3. 工　　　期 平成25年7月1日～平成25年9月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，２３４，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，０９０，０００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 ￥５，３４４，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年7月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社ケイ・エス 5,500,000 円
河本技建工業株式会社交野営業所 5,090,000 円 落札（くじ）
水谷工業株式会社 5,090,000 円
豊成建設工業株式会社交野営業所 5,090,000 円
株式会社平田設備工産 5,090,000 円

φ ２００ｍｍ塩ビ管布設工　Ｌ＝１０４ｍ
１号組立人孔設置工　　　　Ｎ＝３箇所
方円組立人孔設置工　　　　Ｎ＝１箇所
小口径塩ビ製人孔設置工　　Ｎ＝２箇所
塩ビ製汚水桝設置工　　　　Ｎ＝４箇所
舗装仮復旧工　　　　　　　Ａ＝９３．８４㎡
既設構造物撤去工　一式

施工延長Ｌ＝１０４ｍ
施工面積Ａ＝９３．８４㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市公共下水道事業認可等変更業務委託

2. 事業場所 交野市内

3. 期　　　間 平成25年7月1日から平成26年3月17日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，７３８，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 オリジナル設計株式会社大阪事務所

9.契約金額 ￥２，４８８，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
オリジナル設計株式会社大阪事務所 2,370,000 円 落札
関西技術コンサルタント株式会社 8,800,000 円
株式会社日建技術コンサルタント 2,950,000 円
株式会社ニュージェック 3,930,000 円
株式会社昭和設計 3,300,000 円

都市計画（変更）決定図書作成業務　　　　　　一式
都市計画事業（変更）認可申請図書作成業務　　一式
下水道事業計画（変更）認可申請図書作成業務　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市デジタル簡易無線機購入事業

2. 事業場所 交野市私部１－１－１

3. 期　　　間 平成２５年８月３１日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，１４４，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社エクセリ

9.契約金額 ￥８９０，４５２円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社エクセリ 848,050 円 落札
沖電気工業株式会社関西支社 辞退
コスモ電子通信株式会社 917,000 円
日栄無線株式会社 900,000 円
城山電子株式会社大阪支店 1,371,000 円
株式会社倉本産業大阪支店 1,080,000 円

納入品及び数量（無線免許申請関連業務代行を含む）
① デジタル簡易無線機（携帯局）　２７台
商品名　アルインコデジタル簡易無線機『ＤＪ－ＤＰＳ５０』
構成品　無線機本体・ベルトクリップ・
アンテナ（ショート/ロング）・リチウムイオン電池・
シングル充電器
オプション　乾電池ケース（アルカリ単３電池×５本使用）
② デジタル簡易無線機（固定局）　１台
商品名　アルインコデジタル簡易無線機『ＤＲ－ＤＰＭ５０』
構成品　無線機本体・マイク・安定化電源・
　　　　マグネットアンテナ（接栓込）
ただし、①及び②は、同等若しくは同等以上の性能を有する品
であれば代替可能とする。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 教育用コンピュータ整備事業

2. 事業場所 交野市立小中学校14校

3. 期　　　間 平成25年9月1日から平成30年8月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４６，１３７，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本教育情報機器株式会社

9.契約金額 ￥４２，８２１，１００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
日通商事株式会社大阪支店 41,079,600 円
ＮＥＣキャピタルソリューション株式
会社関西支社

41,040,000 円

日本教育情報機器株式会社 40,782,000 円 落札
富士通リース株式会社関西支店 49,140,000 円
株式会社大塚商会ＬＡ関西営業部 47,160,000 円
ディー・エフ・エル・リース株式会社 42,654,000 円

市立中学校４校への機器の納入および市立小中学校１４校に
おける既設機のOSのアップグレード業務。
なお、賃貸借期間内（平成２５年９月１日～平成３０年８月３１
日）での既設機器を含めた全体的な運用サポートを含む。
　■中学校コンピュータ教室　機器納入･設置・設定業務
　　デスクトップパソコン一式　　　　　　　　　　１６４台
　　サーバ用コンピュータ　　　　　　　　　　　　　　４台
　　無停電電源装置　　　　　　　　　　　　　　　　　４台
　　プリンタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８台
　　ネットワーク機器　　　　　　　　　　　　　　　　８台
　　Webフィルタリングサーバ　　　　　　　　　　　 ４式
　　ソフトウェア　ウイルス対策ソフトウェア等　　　　４式
　　操作方法等の講習会　　　　　　　　　　　　　　　４式
　　旧機器解体・引取り　　　　　　　　　　　　　　　４式
　■小中学校普通教室　OSアップグレード業務
　　OSアップグレード業務　　　　　　　　　　　　　１式
　　移設業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立倉治図書館屋根改修工事

2. 工事場所 交野市倉治６－９－２０

3. 工　　　期 平成25年7月1日～平成25年8月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，１８２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，８１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 安積建設株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥７，１４０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年7月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
北口建設工業株式会社交野営業所 辞退
株式会社吉信工務店 6,840,000 円
株式会社山建 辞退
有限会社古谷建設 辞退
安積建設株式会社交野営業所 6,800,000 円 落札

交野市立倉治図書館屋根改修工事
　　　　直接仮設工事　　　　一式
屋根改修工事　　　　一式
　　　　既設屋根撤去工事　　一式
　　　　内部改修工事　　　　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 アニマート塗物食器（耐熱ＡＢＳ樹脂製）

2. 事業場所 交野市第１・２・３学校給食センター

3. 期　　　間 平成25年8月26日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，０７６，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社中西製作所大阪支店

9.契約金額 ￥２，８５６，０４２円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
日化産業株式会社 2,959,440 円
王子テック株式会社大阪営業所 2,980,000 円
株式会社中西製作所大阪支店 2,720,040 円 落札
日本調理機株式会社関西支店 3,102,320 円
株式会社アイホー大阪支店 2,948,800 円
三和厨房株式会社 3,000,000 円

アニマート塗物食器（耐熱ABS樹脂製）
・ボール　　１２９φ ×５４（３８０ｍｌ）　　１，５２０枚
・角仕切皿　２０８×１６９×２６（４３０ｍｌ）　７６０枚

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 郡津４号線路肩補修工事

2. 工事場所 交野市郡津４丁目地内

3. 工　　　期 平成25年7月1日～平成25年8月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，２２９，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，１７０，０００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 ￥６，４７８，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年7月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
有限会社森英興産 6,170,000 円
堀舗道建設株式会社交野営業所 6,170,000 円 落札（くじ）
河本興業株式会社交野営業所 6,470,000 円
岩熊土木工業株式会社交野支店 辞退
株式会社正栄土木交野支店 8,690,000 円
有限会社和紀総合 6,170,000 円

土工　１．０式
撤去工　１．０式
側溝工　１．０式
管渠工　１．０式
桝・マンホール工　１．０式
舗装工　Ａ＝５５３㎡
縁石工　１．０式
擁壁工　１．０式

施工延長Ｌ＝８５ｍ
施工面積Ａ＝５５３㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成２５年度交野市家屋評価システム構築業務委託

2. 事業場所 交野市私部１-１-１交野市役所本館

3. 期　　　間 平成25年7月1日～平成26年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年6月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，５７８，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

9.契約金額 ￥１，２６０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用

株式会社富士通マーケティング
関西営業本部公共・金融統括営業
部

3,000,000 円

株式会社日立システムズ関西支社 辞退
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会 1,200,000 円 落札
ＮＴＴ－ＡＴエムタック株式会社 辞退
株式会社日立ソリューションズ関西
支社

5,356,000 円

本市における家屋評価システムを構築するもの。
・家屋評価システムソフトウェアライセンス
４台（内１台はサーバーライセンス）
・ホスト連携作業　　　　　　　　　　　　　　　　１式
・家屋評価システムパッケージのカスタマイズ　　　１式
・在来分家屋データの取込　　　　　　　　　　　　１式
・ソフトウェアインストール等の設定　　　　　　　１式
・ソフトウェア年間保守（平成２５年度単年度分）　１式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立妙見坂小学校校舎外壁改修工事

2. 工事場所 交野市妙見坂７－２０－１

3. 工　　　期 平成25年7月8日～平成25年8月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年7月4日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥３８，９３４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３１，５１０，０００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 ￥３３，０８５，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年7月5日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
水谷工業株式会社 31,510,000 円
株式会社サンエース 31,510,000 円
株式会社西工務店 31,510,000 円 落札（くじ）

交野市立妙見坂小学校校舎外壁改修工事
　普通教室棟②　建物概要　ＲＣ造２階建
　　外壁改修工事　　　一式
　　建具改修工事　　　一式
　　塗装改修工事　　　一式
　　その他　　　　　　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立小学校遊具改修工事

2. 工事場所 交野市私部１－５４－１他９か所

3. 工　　　期 平成25年7月5日～平成25年8月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年7月4日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥１６，２４３，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１３，１４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社運動施設

10.契約金額 ￥１３，７９７，０００ 円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年7月5日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社ニシオカ 13,140,000 円
株式会社運動施設 13,140,000 円 落札（くじ）
森本水道工業株式会社 13,140,000 円
水谷工業株式会社 13,140,000 円
株式会社上田建築工務店 前事業落札
河本技建工業株式会社 13,140,000 円
株式会社西工務店 前事業落札
河本興業株式会社交野営業所 13,140,000 円
有限会社パーククリエイト 13,140,000 円
青野スポーツ施設株式会社 13,140,000 円

市内１０校の小学校の遊具改修工事。
・交野小学校：鉄棒10連・6連、うんてい
・星田小学校：ジャングルジム、うんてい
・郡津小学校：鉄棒10連・6連、ジャングルジム
・岩船小学校：はん登棒20人用、鉄棒10連・6連
・倉治小学校：鉄棒10連・6連、はん登棒20人用
・妙見坂小学校：はん登棒20人用、うんてい
・長宝寺小学校：はん登棒20人用、ジャングルジム
・旭小学校：ジャングルジム、鉄棒10連・6連
・藤が尾小学校：はん登棒20人用、ジャングルジム
・私市小学校：ジャングルジム、うんてい


