
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 星田生駒線舗装補修工事

2. 工事場所 交野市星田8丁目地内他

3. 種　　　別 土木・舗装

4. 工　　　期 契約締結日の翌日より６０日

5. 概　　　要

6. 入札日 平成24年6月28日

7. 入札方法 公募型指名競争入札

8. 予定価格 ￥13,671,000  円　(消費税を含む）

9.最低制限価格 ￥9,780,000 円　　　　　　　　　

10.契約の相手方 有限会社森英興産

11.契約金額 ￥10,269,000円　(消費税を含む）

12.契約日 平成24年7月1日

13.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社平田設備工産 9,780,000 円
株式会社西工務店 9,780,000 円
河本技建工業株式会社交野営業所 9,780,000 円
佐藤土木工業株式会社交野営業所 9,780,000 円
森本水道工業株式会社 9,780,000 円
有限会社森英興産 9,780,000 円 落札（くじ）
豊成建設工業株式会社交野営業所 9,780,000 円
株式会社正栄土木交野支店 9,780,000 円
株式会社戸田設備工業所交野支店 9,780,000 円
株式会社雨田組 9,780,000 円
有限会社和紀総合 9,780,000 円
河本興業株式会社交野営業所 9,780,000 円
堀舗道建設株式会社交野営業所 9,780,000 円
水谷工業株式会社 9,780,000 円
三黄建設株式会社 9,780,000 円
岩熊土木工業株式会社交野支店 9,780,000 円
株式会社前田造園交野支店 9,780,000 円
安積建設株式会社交野営業所 9,780,000 円

土工　　　１式
撤去工　　１式
付帯工　　１式
舗装工　　Ａ＝２１１６㎡
区画線工　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放送設備改修工事

2. 工事場所 交野市妙見坂７－２０－１

3. 工　　　期 契約締結日の翌日より60日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，９０８，５００円　(消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，３５０，０００円

9.契約の相手方 セイヤ電気

10.契約金額 ￥２，４６７，５００円　(消費税を含む）

11.契約日 平成24年7月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
有限会社アゴーテック 2,350,000 円
株式会社北村商店 2,350,000 円
株式会社興亜電業社交野営業所 2,350,000 円
有限会社真電 2,350,000 円
セイヤ電気 2,350,000 円 落札（くじ）

・親時計、子時計取り換え工事一式
・塗装工事一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 2tダンプトラック

2. 納入場所 青年の家（教育委員会学校管理課）

3.納　　　期 平成24年12月31日

4. 概　　　要　　　  

5. 入札日 平成24年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，０３６，９５０円（消費税を含む）

8.契約の相手方

寝屋川市池田中町２－１

9.契約金額 ￥２，７１６，２２７円（消費税を含む）

10.契約日 平成24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
いすゞ自動車近畿㈱守口事業本部 2,734,140 円
大阪日野自動車株式会社 無効
大阪マツダ販売株式会社法人営業部 2,962,060 円
株式会社関西マツダ 3,223,240 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 2,587,000 円 落札

・ボディー
標準キャビン、全低床
・車体色
青系
・トランスミッション
５MT
・駆動方式
２WD（後輪２輪駆動）
・エンジン
ディーゼル（自動車NOX・PM法）適合車
・付属装置関係
リヤゲート差込ピン、ダンプ歩み掛け
・車体付属関係
エアコン、フロアマット、サイドバイザー、AM/FM
ラジオ以上は純正品
・その他
両側面ドアに白字で「交野市」及び管理番号を
表示流入者規制適合車等標章（ステッカー）を
貼付

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



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立新学校給食センター事業用地測量業務

2. 事業場所 交野市倉治９丁目地内

3. 期　　　間 平成24年7月2日から平成24年12月21日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年6月28日

6. 契約方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，９９８，０００円(消費税を含む）

8. 契約の相手方 浜エンジニアリング株式会社大阪支店

9. 契約金額 ￥２，０７９，０００円(消費税を含む）

10.契約日 平成24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

株式会社ＴＫプランニング 欠席

浜エンジニアリング株式会社大阪支店 1,980,000 円 落札

有限会社丸山測量事務所 3,800,000 円

近畿実測株式会社 4,300,000 円

株式会社ティ・エッチ・エヌ 3,800,000 円

１． 土地面積
・事業予定用地Ａ＝６２４７．７６㎡
・隣地予定用地Ａ＝５２３２．００㎡
２． 概要
・基準点測量　　　　　　一式
・水準点測量　　　　　　一式
・用地測量　　　　　　　一式
・境界点間測量　　　　　一式
・面積計算　　　　　　　一式
・公共用地境界確定協議　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市星田地区現況測量業務委託

2. 事業場所 交野市星田北6丁目地内他

3. 期　　　間 契約締結日の翌日から１８０日以内

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年6月28日

6. 契約方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，３０５，０００円(消費税を含む）

8. 契約の相手方 浜エンジニアリング株式会社大阪支店

9. 契約金額 　￥１，９８４，５００円(消費税を含む）

10.契約日 平成24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

株式会社ＴＫプランニング 欠席

浜エンジニアリング株式会社大阪支店 1,890,000 円 落札

株式会社浪速技研コンサルタント 2,200,000 円

株式会社五星関西支社 4,900,000 円

八極設計株式会社 3,250,000 円

株式会社エース大阪支社 4,300,000 円

株式会社井沢設計 4,380,000 円

３級基準点測量　　Ｎ＝３点
４級基準点測量　　Ｎ＝５２点
基準点設置　　　　Ｎ＝３点
３級水準測量　　　Ｌ＝３．６ＫＭ
現地測量　　　　　Ａ＝１０．９ha
補測編集　　　　　Ａ＝４６．３ha
委託延長　　　　　Ｌ＝３６００ｍ
委託面積　　　　　Ａ＝５７２，０００㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 無停電電源装置

2. 納入場所 交野市消防本部通信指令室

3.納　　　期 平成２４年８月３１日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，６０６，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方

交野市星田北５－２１－５

9.契約金額 ￥８７１，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成24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
株式会社ＮＴＴファシリティーズ 辞退
小川電機工事株式会社 830,000 円 落札
小川電業株式会社 辞退
交野マキノ電業 辞退
関西日立株式会社 辞退
ユアサエムアンドビー株式会社 891,000 円

１． 台数　２台
２． 規格
・出力容量　３ｋＶＡ/台
・運転方式　商用同期常時インバーター給電方
式
・外形寸法（ｍｍ）　２５０ｗ以下×５５０Ｄ以下×
５５０Ｈ以下
・相数・線数　単相２線
・電圧　ＡＣ１００Ｖ
・周波数　５０Ｈｚ－６０Ｈｚ
・バックアップ時間　最大企画容量で接続時１０
分間以上
・バッテリー交換方法　負荷に影響を与えること
なく交換が行えること
・使用環境温度　０－４０℃
・騒音　４０ｄＢ以内
・使用環境相対温度　３０－９０％
・入出力端子　入力（ＲＳ）Ｍ５ネジ　出力（ＵＶ）
Ｍ５ネジ　設置（Ｇ）Ｍ５ネジ

小川電機工事株式会社



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 郡津幾野線他舗装補修工事

2. 工事場所 交野市幾野3丁目地内

3. 工　　　期 契約締結日の翌日より６０日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，９１７，０００円　(消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，５８０，０００円

9.契約の相手方 株式会社雨田組

10.契約金額 ￥５，８５９，０００円　(消費税を含む）

11.契約日 平成24年7月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社雨田組 5,580,000 円 落札（くじ）
森本水道工業株式会社 5,580,000 円
前田造園交野支店 5,580,000 円
有限会社森英興産 5,580,000 円
豊成建設株式会社交野営業所 5,580,000 円

土　工　　１.０式
撤去工　　１.０式
擁壁工　　Ｌ＝４．０ｍ
舗装工　　Ａ＝１１４０．０㎡
区画線工　１.０式
施工延長　Ｌ＝２７７ｍ
施工面積　Ａ＝１１４０㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私市４丁目地内里道舗装補修工事

2. 工事場所 交野市私市４丁目地内

3. 工　　　期 契約締結日より６０日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年6月28日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，１９７，５００円　(消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，６６０，０００円

9.契約の相手方 有限会社和紀総合

10.契約金額 ￥３，８４３，０００円　(消費税を含む）

11.契約日 平成24年7月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社上田建築工務店 3,660,000 円
有限会社和紀総合 3,660,000 円 落札
有限会社山崎設備 3,660,000 円
有限会社古谷建設 3,660,000 円
河内舗装株式会社 3,660,000 円

土　工　　１式
撤去工　　１式
擁壁工　　Ｌ＝８４．６ｍ
舗装工　　Ａ＝５２９．５㎡
施工延長　Ｌ＝２１６．６ｍ
施工面積　Ａ＝５２９．５㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市役所別館耐震補強工事等設計委託

2. 事業場所 交野市私部１－１－１

3. 期　　　間 契約締結日～平成２４年９月３０日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年6月28日

6. 契約方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，０５６，０００円(消費税を含む）

8. 契約の相手方 藤井設計事務所

9. 契約金額 ￥２，６２５，０００円(消費税を含む）

10.契約日 平成24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

藤井設計事務所 2,500,000 円 落札
株式会社林設計事務所 6,700,000 円
株式会社アリス建築設計事務所 2,600,000 円
株式会社板垣建築事務所 5,520,000 円
タミヤ建築設計株式会社 4,830,000 円
株式会社小河建築設計事務所 7,200,000 円

交野市庁舎別館
・昭和45年12月建築
・延べ床面積1,684,403㎡
・階数４階
・構造　RC造
・構造図あり
・耐震補強工事設計
・エレベーター設置工事設計


