
入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 自動体外式除細動器（AED）の購入

2. 事業場所 交野市内小学校８校

3. 納期限 平成27年7月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 　　￥２，３００，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社エム・イー・サイエンス

9.契約金額 　　￥６８６，０１６円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年6月1日

11.参加業者等

指　名　業　者　名 住所 適　　用
サラヤ株式会社大阪営業所 大阪市阿倍野区三明町2-1-16 辞退
フクダ電子近畿販売株式会社 吹田市江坂町1-12-28 大昇ビル3F 1,104,000 円
日本光電関西株式会社北大阪支社 吹田市江の木町20-27 992,000 円
日本船舶薬品株式会社大阪営業 大阪市淀川区西中島1-11-16 辞退
株式会社エム・イー・サイエンス 大阪市淀川区東三国4-14-24 635,200 円 落札

　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）　８式
　ＡＥＤ用パッド　８式
　ＡＥＤ用バッテリーパック　８式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成27年度交野市防犯灯ＬＥＤ化事業第１期工事

2. 工事場所 市内387箇所

3. 工　　　期 平成27年6月1日から平成27年8月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

9. 予定価格 ￥７，７６５，２００円（消費税を含む）

10.最低制限価格 ￥６，０６０，０００円（消費税を含まない）　

11.契約の相手方 小川電機工事株式会社

12.契約金額 ￥６，５４４，８００円（消費税を含む）

13.契約日 平成27年6月1日

14.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社水谷電気工業 交野市天野が原町2-20-16 6,060,000 円
株式会社興亜電業社交野営業所 交野市倉治5-6-5 6,060,000 円
株式会社北村商店 交野市私部5-2-38 6,060,000 円
橘電工株式会社 交野市私市6-17-15 6,060,000 円
株式会社みまさか電気工業 交野市私部6-35-5 6,060,000 円
有限会社アゴーテック 交野市神宮寺1-26-17 6,060,000 円
小川電機工事株式会社 交野市星田北5-21-5 6,060,000 円 落札（くじ）
有限会社岡田電器産業 交野市妙見坂6-11-5 6,060,000 円
有限会社真電 交野市倉治6-13-10 6,060,000 円
セイヤ電気 交野市妙見坂3-11-14 辞退

１０ＶＡ器具　３４０箇所
２０ＶＡ器具　４７箇所



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 交野市立小学校10校

3. 納期限 平成27年7月1日から平成29年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１７，５３９，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 NTTファイナンス株式会社関西支店

9.契約金額 ￥１５，５４２，２８０円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年6月1日

11.参加業者等

指　名　業　者　名 住所 適　　用

日通商事株式会社大阪支店 大阪市大阪市北区梅田3-2-103 14,580,000 円

NECキャピタルソリューション株式
会社関西支店

大阪市中央区城見1-4-24 14,463,900 円

日本教育情報機器株式会社 東京都千代田区有楽町1-7-1 14,436,900 円

株式会社大塚商会ＬＡ関西営業部 大阪市福島区福島6-14-1 辞退

ＮＴＴファイナンス株式会社関西支
店

大阪市中央区平野町2-3-7 14,391,000 円 落札

富士通リース株式会社関西支店 大阪市中央区城見2-2-53 辞退

IBJL東芝リース株式会社 東京都港区虎ノ門1-2-6 辞退

日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋1-3-1 辞退

入札金額（消費税を除く）

１）校内ＬＡＮ用コンピュータ
　　ノート型（１５．６型ワイド以上）　３０台
　　タブレット型（１０．１型ワイド以上］１０台
　　ディスプレイ（２１．５型以上）　１０台　ほか
（２）ネットワーク機器
　　 ファイアウォール　１０台
　 　スイッチングＨＵＢ　１０台
（３）ソフトウェア
　　 マイクロソフトOffice Server 2012 Device CAL　４０個
　   マイクロソフトOffice Professional Plus 2013　４０個
　　　トレンドマイクロClient/Server Suiteエデュケーションパック Plus　１０式
　　 授業支援システム機能追加　１０式
（４）付帯事項
　　 旧機器解体・引取り　１０式
　　 設置・設定　１０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）の購入

2. 事業場所 交野市第１・２・３学校給食センター

3. 納期限 平成27年8月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 　　￥２，７７５，６００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 　　￥２，５５５，７１２円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年6月1日

11.参加業者等

指　名　業　者　名 住所 適　　用
株式会社中西製作所大阪支店 大阪市生野区巽南5-4-14 2,366,400 円 落札
日本調理機株式会社関西支店 豊中市走井2-9-2 2,768,000 円
ACE厨設株式会社 吹田市青葉丘南6-9-301 2,786,000 円
王子テック株式会社大阪営業所 大阪市城東区関目1-23-17 2,530,000 円
三和厨房株式会社 八尾市中田4-153 辞退

アニマート塗物食器（耐熱ＡＢＳ樹脂製）
・ボール（小）１２９φ ×５４（３８０ｍｌ）　１，６００枚
・角仕切皿　２０８×１６９×２６（４３０ｍｌ）　８００枚

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 旧交野市立梅が枝ふれあい館解体工事

2. 工事場所 交野市梅が枝31-1

3. 工　　　期 平成27年6月1日から平成27年6月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

9. 予定価格 ￥２，８９４，４００円（消費税を含む）

10.最低制限価格 ￥２，２７０，０００円（消費税を含まない）　

11.契約の相手方 有限会社森英興産

12.契約金額 ￥２，４５１，６００円（消費税を含む）

13.契約日 平成27年6月1日

14.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社上田建築工務店 交野市郡津5-47-12 2,270,000 円
有限会社和紀総合 交野市郡津1-55-13 2,270,000 円
三黄建設株式会社 交野市星田西3-16-3 2,800,000 円
水谷工業株式会社 交野市星田北6-2-14 2,270,000 円
有限会社森英興産 交野市南星台2-1-2 2,270,000 円 落札（くじ）

鉄骨平屋建て　床面積　１６３．３０㎡
解体撤去工事
　　内部造作材解体工　　　　　　　　　　　１６３．３０㎡
　　建屋解体工　　　　　　　　　　　　　　 　１６３．３０㎡
　　基礎及び床コンクリート撤去工　　　　１６３．３０㎡
　　土間コンクリート撤去工　　　　　　　　 １１２．２０㎡
　　発生廃材運搬処分（木くず）　　　　　　１３㎥
　　発生廃材運搬処分（混合廃材）　　　　７㎥
　　発生廃材運搬処分（コンクリート塊）  ８４．５㎥
　　スクラップ控除　　　　　　　　　　　　　　 １１ｔ



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 市内管理地除草業務委託

2. 事業場所 交野市星田山手3丁目地内他

3. 期　　　間 平成27年6月2日から平成27年7月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，２８７，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 創景舎らくだ屋造園

9.契約金額 ￥３，９４２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
㈱総合緑化 大阪府交野市星田8-9-29 3,900,000 円
交野造園 交野市私部2-13-11 3,780,000 円
創景舎らくだ屋造園 大阪府交野市私市山手4-7-3 3,650,000 円 落札
交野市水道サービス㈱ 交野市私市2-24-1 3,800,000 円
㈱山満造園本店 交野市私市5-17-11 3,800,000 円

機械除草　Ａ＝１４，２９０㎡
人力除草　Ａ＝４，２０９㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立第四中学校給水設備改修工事

2. 工事場所 交野市天野が原町5-65-1

3. 工　　　期 平成27年6月2日から平成27年8月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

9. 予定価格 ￥４，６３３，２００円（消費税を含む）

10.最低制限価格 ￥３，５８０，０００円（消費税を含まない）　

11.契約の相手方 森本水道工業株式会社

12.契約金額 ￥３，８６６，４００円（消費税を含む）

13.契約日 平成27年6月1日

14.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
森本水道工業株式会社 交野市倉治2-1-12 3,580,000 円 落札（くじ）
株式会社川人設備 交野市青山1-17-4 3,580,000 円
オーレス株式会社 交野市天野が原4-13-8 3,580,000 円
若林設備工業株式会社交野支店 交野市倉治3-24-8 3,580,000 円
有限会社北崎工業所交野営業所 交野市私部4-18-5 3,580,000 円

給水設備工事（加圧給水ユニット取付等）　一式
消火設備工事（消火用充水槽取付等）　　　一式
撤去工事（高置水槽、揚水ポンプ撤去等）　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立妙見坂小学校給水設備改修工事

2. 工事場所 交野市妙見坂7-20-1

3. 工　　　期 平成27年6月2日から平成27年8月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

9. 予定価格 ￥２，２７８，８００円（消費税を含む）

10.最低制限価格 ￥１，７６０，０００円（消費税を含まない）　

11.契約の相手方 北口工業株式会社

12.契約金額 ￥２，２０３，２００円（消費税を含む）

13.契約日 平成27年6月1日

14.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
北口工業株式会社 交野市星田5-7-4 2,040,000 円 落札
交野市水道サービス株式会社 交野市私市2-24-1 2,100,000 円
株式会社交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 辞退
株式会社エイチツーオー交野支店 交野市向井田1-29-1 辞退
株式会社森長工業交野支店 交野市倉治5-1-43 2,110,000 円

給水設備工事　　　　　　　　　　　　        一式
消火設備工事（消火用充水槽取付等）　一式
撤去工事（高置水槽、揚水ポンプ等）　　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 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27年6月2日から平成27年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，１９６，８００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 ￥２，６９８，９２０円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
有限会社真電 交野市倉治6-13-10 2,499,000 円 落札
京阪初田サービス株式会社 守口市西郷通2-14-2 辞退
有限会社ダイトー 寝屋川市上神田1-44-34 2,500,000 円
株式会社興亜電業社交野営業所 交野市倉治5-6-5 2,600,000 円
有限会社エイテック・タニグチ 枚方市香里ヶ丘8-12-23 2,680,000 円

消防設備　機器点検及び総合点検　一式
・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・非常警報設備等消防設備点検
・点検結果の消防署への報告
小学校１０校
中学校４校



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 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6箇所

3. 期　　　間 平成27年6月2日から平成27年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６９１，２００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 ￥６１５，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年6月1日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社交野興業交野支店 交野市星田7-2076-1 570,000 円 落札
交野市水道サービス株式会社 交野市私市2-24-1 697,000 円
大建管理株式会社 大阪府枚方市出口3-1-20 1,320,000 円
株式会社エコ・テクノ枚方支店 枚方市北山1-54-55 620,000 円
株式会社大庫ビルサービス 大阪府枚方市楠葉美咲3-13-16 1,100,000 円

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６基　中学校０基
水質検査　　　　　　    　　　小学校６体　中学校１体
簡易専用水道法定検査　　小学校５校　中学校１校



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立第一中学校及び第三中学校楽器購入

2. 事業場所 交野市私部南3-1-1他1箇所

3. 納期限 平成27年10月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成27年5月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，５９２，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 大東楽器株式会社寝屋川支社

9.契約金額 ￥１，５６６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成27年6月1日

11.参加業者等

指　名　業　者　名 住所 適　　用
株式会社河合楽器製作所大阪公
教販店

大阪市中央区備後町3-3-9 辞退

大東楽器株式会社寝屋川支社 寝屋川市八坂町16-4 1,450,000 円 落札
株式会社天理楽器 京都府京田辺市山手南2-2-3 辞退
有限会社エバラ楽器 大阪市城東区関目1-17-2 1,530,300 円
有限会社高辻文具 四條畷市塚脇町6-14 1,838,000 円
株式会社かたの書房 交野市私部5-11-8 辞退
伸光楽器 交野市天野が原町2-61-15 辞退

第一中学校
ピッコロ
テナーサックス
ホルン
トロンボーン
ハンドシンバルセット
第三中学校
シロフォン
ユーファニアム
トロンボーン
ホルン

※各１台

入札金額（消費税を除く）


