
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部西地区汚水管布設工事

2. 工事場所 交野市私部西５丁目地内

3. 工　　　期 平成24年11月19日～平成25年1月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年11月14日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥１０，３７４，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７，２８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社正栄土木交野支店

10.契約金額 ￥７，６４４，０００円　(消費税を含む）

11.契約日 平成24年11月16日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
三黄建設株式会社 8,140,000 円
河本技建工業株式会社交野営業所 7,280,000 円
株式会社平田設備工産 7,280,000 円
豊成建設工業株式会社交野営業所 前回落札
株式会社小西水道工業所交野支店 7,280,000 円
株式会社前田造園交野支店 7,280,000 円
株式会社正栄土木交野支店 7,280,000 円 落札（くじ）
有限会社和紀総合 7,280,000 円
北口工業株式会社 7,280,000 円
河本興業株式会社交野営業所 7,280,000 円
株式会社西村工業交野営業所 辞退
堀舗道建設株式会社交野営業所 7,280,000 円
森本水道工業株式会社 8,260,000 円

φ 200ｍｍ塩ビ管布設工　　L＝88.6m
1号組立人孔設置工　　　 Ｎ＝5か所
2号組立人孔設置工　　　 Ｎ＝１か所
内副管設置工　　　　　　 Ｎ＝1か所
塩ビ製汚水桝設置工　　　 Ｎ＝2か所
舗装復旧工　　　　　　　 Ａ＝288.4㎥

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 別館耐震補強工事に伴う別館庁舎整備工事

2. 工事場所 交野市私部１－１－１

3. 工　　　期 平成２４年１２月３日～平成２５年３月３１日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年11月29日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥３３，６６３，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２７，２５０，０００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 ￥３１，２９０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成24年12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
水谷工業株式会社 辞退
株式会社雨田組 29,800,000 円 落札
安積建設株式会社交野営業所 32,060,000 円

プレハブ庁舎新築工事
・仮設工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
・建築工事　撤去工事　　　　　　　　　　　　　一式
土工事・鉄筋工事
・コンクリート工事・型枠工事　　一式
プレハブ工事　　　　　　　　　　　一式
内装工事　　　　　　　　　　　　　一式
左官工事　　　　　　　　　　　　　一式
外構工事　　　　　　　　　　　　　一式
・設備工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
・太陽光発電工事　　　　　　　　　　　　　　　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 水処理業務委託

2. 工事場所 交野市大字私市３０２９番地　他

3. 工　　　期 平成２４年１２月３日～平成２５年３月３１日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年11月29日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１５，３３０，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 赤沢産業株式会社

9.契約金額 ￥１４，７００，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成24年12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
東洋メンテナス株式会社 辞退
日本メンテナスエンジニヤリング株式
会社

辞退

赤沢産業株式会社 14,000,000 円 落札

・水処理施設設置業務
・運転管理業務



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 郡津処理場跡地内汚水一時貯留槽新設に伴う実施設計委託

2. 工事場所 交野市松塚７３５－１０５番地内

3. 工　　　期 平成２４年１２月１日～平成２５年３月２５日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年11月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，３５５，５００円　(消費税を含む）

8.契約の相手方 関西技術コンサルタント株式会社

9.契約金額 ￥５，１９７，５００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年12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 11,700,000 円
第一建設設計株式会社 5,490,000 円
関西技術コンサルタント株式会社 4,950,000 円 落札
株式会社中央設計技術研究所関
西事務所

7,740,000 円

株式会社日産技術コンサルタント 12,500,000 円
株式会社日建技術コンサルタント 12,600,000 円
株式会社メイケン 欠席

測量業務
　平板測量　　　　　　　　　　 Ａ＝1600㎢
　４級水準測量　　　　　　　　 Ｌ＝0.13㎞
　縦断測量　　　　　　　　　　 Ｌ＝0.13㎞
　横断測量　　　　　　　　　　 Ｌ＝0.13㎞
設計業務
　汚水貯留槽実施設計（耐震構造）　 1式
　汚水貯留施設周辺設計　　　　　　 1式
　既設貯留タンク撤去設計　　　　　 1式
　マンホールポンプ設計見直し（レベル1）　1式
　管渠詳細設計　開削工法（レベル1対応）Ｌ＝0.19㎞
　施工工法等の比較検討　　　　　　 1式
　設計協議　　　　　　　　　　　　 1式
　報告書作成　　　　　　　　　　　 1式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 デジタル防災行政無線システム実施設計業務委託

2. 工事場所 交野市全域

3. 工　　　期 平成２４年１２月１日～平成２５年３月１５日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年11月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，５６０，０００円　(消費税を含む）

8.契約の相手方 中日本建設コンサルタント株式会社

9.契約金額 ￥６，１９５，０００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年12月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
中日本建設コンサルタント株式会社 5,900,000 円 落札
株式会社オリエンタルコンサルタン 8,800,000 円
電気興業株式会社 辞退
株式会社イ・エス・エス 9,310,000 円
株式会社建設技術研究所 10,190,000 円

・デジタル同報系システムの検討
・電波伝搬調査（机上検討）
・現地調査（屋外拡声子局及び機器設置場所等）
・システム設計
・工事設計
・積算書作成
・その他必要な事項

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立小・中学校窓ガラス清掃業務委託

2. 工事場所 交野市私部１－５４－１　他１３か所

3. 工　　　期 平成２５年１月７日～平成２５年２月２８日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年11月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，６８０，０００円　(消費税を含む）

8.契約の相手方 暁警備保障株式会社

9.契約金額 ￥９９７，５００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年12月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
暁警備保障株式会社 950,000 円 落札
関西マネジ興業株式会社 1,289,500 円
株式会社大和 1,250,000 円
株式会社ホープ 1,360,000 円
株式会社大庫ビルサービス 1,530,000 円
大建管理株式会社 1,400,000 円
株式会社ネクサスサービス 1,200,000 円

小学校１０校・中学校４校の２階以上の窓ガラス清掃を委託す
る。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 塵芥車（公用車）の購入

2. 工事場所 環境事業所

3. 工　　　期 平成２４年１２月１日～平成２５年２月２２日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年11月29日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，９１９，５００円　(消費税を含む）

8.契約の相手方 大阪日野自動車株式会社

9.契約金額 ￥６，０９０，０００円　(消費税を含む）

10.契約日 平成24年12月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
極東開発工業株式会社 6,400,000 円
新明和工業株式会社流体事業部
営業本部関西支店

6,120,000 円

株式会社モリタエコノス関西支店 6,599,180 円
いすゞ自動車近畿株式会社守口事
業本部

6,400,000 円

三菱ふそうトラック・バス株式会社
近畿ふそう寝屋川支店

辞退

大阪日野自動車株式会社 5,800,000 円 落札

シャーシ　２ｔ級クラス
車種　ハイキャブ・高床・標準ボディ
最高出力　１１０ｋｗ（１５０ＰＳ）
トランスミッション　ミッション仕様
燃料　軽油
乗車定員　３名
最大容積　５．０立方メートル以上
最大積載量　２，０００ｋｇ以上

入札金額（消費税を除く）


