
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部公園南多目的広場整備工事

2. 工事場所 交野市私部南3丁目地内

3. 工　　　期 平成24年6月1日～平成24年7月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年5月30日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥４１，２８６，０００円(消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３１，１１０，０００円（消費税を除く）

9.契約の相手方 佐藤土木工業株式会社交野営業所

交野市森南３－３３－１

10.契約金額 ￥３２，６６５，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成24年6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)西工務店 31,110,000 円
(株)雨田組 31,110,000 円
豊成建設工業(株)交野営業所 31,110,000 円
森本水道工業(株) 31,110,000 円
河本技建工業(株)交野営業所 31,110,000 円
堀舗道建設(株)交野営業所 31,110,000 円
河本興業(株)交野営業所 31,110,000 円
(株)西村工業交野営業所 31,110,000 円
安積建設(株)交野営業所 31,110,000 円
佐藤土木工業(株)交野営業所 31,110,000 円 落札（くじ）

土工　　　　　　　　　　　1.0式
撤去工　　　 　　　　　　1.0式
擁壁工　　　　　　　　　 1.0式
境界工　　　　　　　　　 1.0式
階段工　　　　　　　　　 1.0式
排水工　　　　　　　　　 1.0式
道路付属施設工　　　  1.0式
舗装工　　　　　　　　　 1.0式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 南星台４丁目地内雨水管付替工事

2. 工事場所 交野市南星台４丁目地内

3. 工　　　期 平成24年6月4日～平成24年8月2日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，８５３，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，７５０，０００円（消費税を除く）

9.契約の相手方 三黄建設株式会社

10.契約金額 ￥２，８８７，５００円　(消費税を含む）

11.契約日 平成24年6月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用

栗原産業（有）交野営業所 2,750,000 円

㈱ケイ・エス 2,750,000 円

㈱ケイ・プランニング・コーポレーション 2,750,000 円

三黄建設㈱ 2,750,000 円 落札（くじ）

（有）古谷建設 2,750,000 円

土工　１式
撤去工　１式
排水工　L=３０ｍ
舗装工　A=５１㎡
付帯工　1式
仮設工　1式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 不明水調査業務委託

2. 事業場所 交野市私市山手４，５丁目地内

3. 期　　　間 平成24年6月4日～平成24年7月12日

5. 入札日 平成24年5月30日

6. 契約方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，０９７，５００円（消費税を含む）

8. 契約の相手方 管清工業株式会社大阪支店

9. 契約金額 ￥３，０４５，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成24年6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

㈱大阪環境 3,350,000 円

㈱交野興業交野支店 辞退

管清工業㈱大阪支店 2,900,000 円 落札

東和クリーナー（有） 3,070,000 円

㈱トキト 3,030,000 円

東山管理センター㈱大阪支店 3,080,000 円

㈱マントク 3,090,000 円

１　調査目的：汚水本管内への地下水侵入箇所や、雨天時雨水
侵入箇所を把握するために、広角レンズを用いた直視型ＴＶカメ
ラ（広角カメラ）により、汚水本管内の状況を確認する。

２　請負者の資格：（社）日本下水道管路管理業協会における主
任技
士の資格もしくは同等以上の資格。

３　調査方法：広角カメラ調査及び人孔調査。

４　調査項目：管の腐食・管の破損・管のクラック・管の継ぎ手ズ
レ・管のタルミ及び蛇行・木の根侵入・侵入水。

4. 概　　　要



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７か所

3. 期　　　間 平成24年6月4日から平成24年9月30日

5. 入札日 平成24年5月30日

6. 契約方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７３５，０００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 ￥６６１，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成24年6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

㈱エコ・テクノ枚方支店 880,000 円

エスク三ツ川㈱ 無効

㈱交野興業交野支店 630,000 円 落札

交野市水道サービス㈱ 無効

㈱希望通管 902,000 円

共栄設備工業㈱交野営業所 772,000 円

㈱サービスルーター

受水槽清掃・点検　　　　小学校４基、中学校１基
高置水槽清掃・点検　　　小学校７基、中学校２基
水質検査　　　　　　　　小学校７検体、中学校２検体
簡易専用水道法定検査　　小学校６校、中学校２校
　

辞退　　

4. 概　　　要



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

3. 期　　　間 平成24年6月4日から平成24年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年5月30日

6. 契約方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，９２９，５００円（消費税を含む）

8. 契約の相手方 興和防災株式会社

9. 契約金額 ￥２，９２９，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成24年6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

（有）エイテック・タニグチ 辞退

京阪初田サービス㈱ 2,850,000 円

興和防災㈱ 2,790,000 円 落札

㈱大一商会 2,860,000 円

（有）ダイトー 2,812,000 円

第一防災㈱ 2,830,000 円

交野市私部１－５４－１他13か所

消防法第１７条の３の３の規定に基づく消防設備・機器点検及
び総合点検　一式（小学校１０校　中学校４校）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立第２保育所空調設備改修工事

2. 工事場所 交野市星田５－２－１２

3. 工　　　期 平成２４年６月１日～平成２４年６月２０日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，６９１，０００ 円　(消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，５１０，０００円

9.契約の相手方 株式会社水谷電気工業

10.契約金額 ￥４，７３５，５００円　(消費税を含む）

11.契約日 平成24年6月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
（有）アゴーテック 無効
（有）岡田電器産業 4,510,000 円
小川電機工事㈱ 4,510,000 円
㈱興亜電業社　交野営業所 4,510,000 円
（有）真電 4,510,000 円
橘電工㈱ 4,510,000 円
㈱水谷電気工業 4,510,000 円 落札（くじ）
㈱みまさか電気工業 5,420,000 円

１．施工目的：セントラル方式によるエアコンが老朽化してお
り、各部屋設置のセパレート方式のエアコンに切り替えること
で、節電を図るとともに、園児が快適な生活を送れるようにす
る。

２．施工概要：空調設備改修工事、機器据付配管工事、電気
工事、撤去工事、外構工事

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1.事業名称 交野市消防本部デジタル複合機賃貸借（単価契約）

2.納入場所 交野市天野が原町４－８－１

3.納　　　期 平成２４年７月１日～平成２９年６月３０日

5.入札日 平成24年5月30日

6.入札方法 指名競争入札

7.予定価格 ￥４．９１円（消費税を含む）

8.契約の相手方

交野市倉治５丁目１－３８

9.契約金額 ￥２．４１円（消費税を含む）

10.契約日 平成24年6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
(株)加地 2.30 円 落札
キャノンシステムアンドサポート㈱近畿大手営業部 辞退
京セラミタジャパン㈱京阪営業所 欠席
東芝テック㈱関西支社 2.48 円
富士ゼロックス大阪(株)官公庁営業部 3.80 円
プリントマシンセンター(株) 辞退

台　　数：１台
予定枚数：約５５００枚／月
内　　容：デジタル複合機の使用、複写に必要な消耗品
（コピー用紙を除く）の供給、並びに機器の保守等（機器の
搬入設置及び撤去時費用を含む）を含めた１枚当たりの
単価契約
・省エネ、環境配慮
・コピー速度は、毎分５５枚以上
・複写方式は、デジタルで白黒
・解像度は、６００ｄｐｉ以上
・階調は、２５６階調以上
・原稿寸法は、最大Ａ３
・複写寸法：Ａ３、Ａ４、Ｂ４、Ｂ５
・給紙段数は、Ａ３・Ａ４・Ｂ４・Ｂ５の（４段）と手差し
・複写倍率は、２５％～４００％
・両面印刷機能
・片面・両面印刷機能
・原稿送り装置
保守体制：・月１回以上の定期訪問し、消耗品の補給と点
検を実施
・平日午前９時～午後５時３０分に通報した修理依頼に
は、
可能な限り迅速に対応

株式会社加地

4.概　　　要　　　  


