
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部1丁目地内汚水管布設工事

2. 工事場所 交野市私部１丁目地内

3. 工　　　期 平成25年10月1日～平成26年1月8日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年9月30日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥１１，６５５，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 　￥９，４３０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 豊成建設工業株式会社交野営業所

10.契約金額 　￥９，９０１，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年10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
共栄設備工業株式会社交野営業所 辞退
水谷工業株式会社 11,100,000 円
河本技建工業株式会社交野営業所 辞退
株式会社前田造園交野支店 11,100,000 円
株式会社森長工業交野支店 11,100,000 円
有限会社和紀総合 11,100,000 円
有限会社森英興産 11,100,000 円
山本工業株式会社交野支店 9,430,000 円
交南設備株式会社交野営業所 9,430,000 円
堀舗道建設株式会社交野営業所 11,100,000 円
河本興業株式会社交野営業所 欠席
株式会社正栄土木交野支店 辞退
株式会社平田設備工産 11,100,000 円
豊成建設工業株式会社交野営業所 9,430,000 円 落札（くじ）
株式会社戸田設備工業所交野支店 11,000,000 円
株式会社西村工業交野営業所 9,430,000 円
安積建設株式会社交野営業所 辞退
三黄建設株式会社 9,430,000 円

φ ２００ｍｍ塩ビ管布設工　　Ｌ＝１５７．８ｍ
１号組立人孔設置工　　　　　Ｎ＝３箇所
方円組立人孔設置工　　　　　Ｎ＝２箇所
小口径塩ビ製人孔設置工　　Ｎ＝３箇所
舗装復旧工　　　　　　　　　　　Ａ＝２４５．８６㎡
既設構造物撤去工　　　　  　一式
施工延長　　　　　　　　　　　　Ｌ＝１５７．８ｍ
施工面積　　　　　　　　　　　　Ａ＝２４５．８６㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部西線歩道改良工事

2. 工事場所 交野市私部西1丁目地内

3. 工　　　期 平成25年10月2日～平成26年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年9月30日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥３２，２６６，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２６，１２０，０００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 ￥２７，４２６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年10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
河本技建工業株式会社交野営業所 26,120,000 円 落札（くじ）
堀舗道建設株式会社交野営業所 26,120,000 円
河本興業株式会社交野営業所 欠席
豊成建設工業株式会社交野営業所 前事業落札
安積建設株式会社交野営業所 26,120,000 円

土工　　　　　　一式
撤去工　　　　　一式
付属施設工　　Ｌ＝１４９．１ｍ
境界工　　　　　Ｌ＝５３．７ｍ
舗装工　　　　　Ａ＝２７３１．９㎡
区画線工　　　　Ｌ＝６２９．６㎡
付帯工　　　　　　一式
施工延長　　　　Ｌ＝１５７ｍ
施工面積　　　　Ａ＝２７３２㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 私市中央線（無名橋）他橋梁補修設計業務委託

2. 事業場所 交野市私市3丁目地内他

3. 期　　　間 平成25年10月2日から平成25年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年9月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，３５０，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 国際航業株式会社大阪支店

9.契約金額 ￥５，７０１，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年10月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
いであ株式会社大阪支社 8,000,000 円
株式会社エイト日本技術開発関西支社 9,590,000 円
株式会社オリエンタルコンサルタンツ関
西支店

8,300,000 円

パシフィックコンサルタンツ株式会社大
阪本社

8,460,000 円

国際航業株式会社大阪支店 5,430,000 円 落札
株式会社関西エンジニヤリング大阪営
業所

6,500,000 円

設計計画　　　　　　　　　　　　　  一式
既存資料収集整理・現地踏査　一式
現地調査　　　　　　　　　　　　　　２橋
補修設計　　　　　　　　　　　　　　２橋
施工計画　　　　　　　　　　　　　　２橋
概算工事費算出　　　　　　　　　２橋
関係機関協議資料作成　　　　 一式
報告書作成　　　　　　　　　　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 第二京阪道路沿道建物除去工事

2. 工事場所 交野市向井田1－150-44、180-50地内

3. 工　　　期 平成25年10月2日～平成25年12月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年9月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２１３，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，６００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 水谷工業株式会社

10.契約金額 ￥２，７３０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年10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
有限会社和紀総合 2,600,000 円
有限会社森英興産 2,600,000 円
豊成建設工業株式会社交野営業所 2,600,000 円
水谷工業株式会社 2,600,000 円 落札（くじ）
三黄建設株式会社 2,600,000 円

解体工事　　　　　２式
撤去工　　　　　　 ２式
フェンス設置工　　２式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立第3保育所正門付近整備工事

2. 工事場所 交野市幾野3－18－1

3. 工　　　期 平成25年10月1日～平成25年12月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年9月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，２９７，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，９００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 水谷工業株式会社

10.契約金額 ￥６，１９５，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年10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
株式会社西工務店 5,900,000 円
水谷工業株式会社 5,900,000 円 落札（くじ）
株式会社上田建築工務店 5,900,000 円
有限会社森英興産 5,900,000 円
豊成建設工業株式会社交野営業所 6,500,000 円

正門付近整備工事　一式
　駐車場整備工事　　　　　　一式
　サイクルポート新設工事　　一式
　樹木帯整備工事　　　　　　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称
急傾斜地（私市山手3丁目地内・東倉治1丁目
地内）除草清掃委託

2. 事業場所 交野市私市山手3丁目地内・東倉治1丁目地内

3. 期　　　間 平成25年10月2日から平成25年11月10日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年9月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 　　￥９７６，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ダイワ緑地株式会社交野営業所

9.契約金額 　　￥９４５，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年10月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社総合緑化 1,070,000 円
交野市水道サービス株式会社 967,000 円
ダイワ緑地株式会社交野営業所 900,000 円 落札
交野造園 980,000 円
株式会社グリーン京阪 1,000,000 円

法枠除草工（人力）　一式
　私市山手３丁目地内　　Ａ＝２１６４．５㎡
　東倉治１丁目地内　　　 Ａ＝　８８５．５㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ＝３０５０．０㎡

入札金額（消費税を除く）



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 交野市役所本館・別館敷地内

3. 期　　　間 平成25年10月1日から平成25年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年9月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８９２，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社前田造園交野支店

9.契約金額 ￥８４０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年10月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社前田造園交野支店 800,000 円 落札
交野造園 850,000 円
石田造園土木株式会社交野支店 1,120,000 円
株式会社交野興業交野支店 1,200,000 円
創景舎らくだ屋造園 1,050,000 円

除草工　　　　　　　Ａ＝７００㎡
剪定工
　低中木・生垣　　Ａ＝３６５㎡
　高木　　　　　　　２６本
溝清掃工　　　　　 Ｌ＝１２０ｍ
剪定枝処分工　　 一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成25年度交野市防犯灯LED化事業第3期工事

2. 工事場所 交野市内316箇所

3. 工　　　期 平成25年10月1日～平成25年12月27日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年9月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，９５３，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，７８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 セイヤ電気

10.契約金額 ￥５，０１９，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年10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
株式会社水谷電気工業 4,780,000 円
有限会社真電 4,780,000 円
セイヤ電気 4,780,000 円 落札（くじ）
株式会社みまさか電気工業 4,780,000 円
有限会社岡田電器産業 4,780,000 円

１０ＶＡ器具　２６２箇所
２０ＶＡ器具　　５４箇所



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市議場マイク設備改修工事

2. 工事場所 交野市私部1-1-1

3. 工　　　期 平成25年10月7日～平成25年11月5日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年9月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，６３６，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，３７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社みまさか電気工業

10.契約金額 ￥５，６３８，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年10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
有限会社岡田電器産業 5,370,000 円
セイヤ電気 辞退
小川電気工業株式会社 5,500,000 円
株式会社みまさか電気工業 5,370,000 円 落札（くじ）
有限会社アゴーテック 6,000,000 円
株式会社水谷電気工業 5,370,000 円

設備改修工事　　　　　　一式
赤外線マイク設備　　　　一式
マイク操作システム　  　一式
議場マイクスピーカー　　一式
録音機器　　　　　　　　　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 有価物（古紙）の売却

2. 事業場所 交野市環境事業所

3. 納期限 平成25年10月1日～平成26年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年9月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６．００円

8.契約の相手方 株式会社西本

9.契約金額 ￥１２．００円

10.契約日 平成25年10月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
マツダ株式会社 10.50 円
株式会社西本 12.00 円 落札
株式会社スリーエフコーポレーション 3.00 円
株式会社サンエー 8.00 円
都市クリエイト株式会社 11.50 円

有価物（古紙）を売却する。
　古紙：新聞紙、雑誌、ダンボール、茶色系紙、筒状厚紙、
　伝票シール、折込チラシ類、シュレッダー処理後の紙、
　コピー用紙、厚紙、その他紙類、ポリ袋、ビニール紐、
　禁忌品・金具等不純物混合混載状態

入札金額



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 消防救急デジタル無線携帯型移動局無線装置の購入

2. 事業場所 交野市消防本部

3. 納期限 平成26年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年9月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１１，５５０，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 富士通株式会社関西支社

9.契約金額 ￥１０，９２０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年10月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
富士通株式会社関西支社 10,400,000 円 落札
株式会社富士通ゼネラル近畿情報
通信ネットワーク営業部

辞退

西菱電機株式会社大阪支社 12,800,000 円
扶桑電通株式会社関西支店 12,000,000 円
株式会社倉本産業大阪支店 辞退

携帯型移動局デジタル無線装置　２０個
予備バッテリ　　　　　　　　　　　　　２０個
スピーカマイク　　　　　　　　　　　  ２０個
イヤホンセット　　　　　　　　　　　　 ２０個
ケース　　　　　　　　　　　　　　　　  ２０個
肩掛けベルト　　　　　　　　　　　　  ２０個
肩掛け金具　　　　　　　　　　　　　  ２０個
ベルト装着マウント　　　　　　　　　 ２０個
手続き費用　　　　　　　　　　　　　  ２０式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立乙辺浄化センター臭気測定業務

2. 事業場所 交野市星田北1-7-5乙辺浄化センター内

3. 期　　　間 平成25年10月1日から平成26年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年9月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 　　￥９０３，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本検査株式会社理化学試験センター

9.契約金額 　　￥６６３，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年10月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
日本検査株式会社理化学試験セン
ター

632,000 円 落札

環境計測株式会社 1,975,000 円
株式会社日吉 2,548,000 円
株式会社島津テクノリサーチ環境・食
品本部

辞退

中外テクノス株式会社関西支社 辞退

１． 敷地境界線における特定悪臭物質の測定・分析
　　　　臭気測定項目：法定２２物質
２． 排出口における特定悪臭物質の測定・分析
　　　　臭気測定項目；法定１３物質
３． 上記の測定・分析を年２回行う

入札金額（消費税を除く）


