
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立長宝寺小学校耐震補強工事
2. 工事場所 交野市郡津1－43－1(普通教室棟)
3. 種　　　別 建築

4. 工　　　期 平成24年6月1日～平成24年8月31日

5. 概　　　要

6. 入札日 平成24年4月26日
7. 入札方法 公募型指名競争入札
8. 予定価格 　￥ 71,410,500 円　(消費税を含む）
9.最低制限価格 ￥ 57,800,000  円
10.契約の相手方 株式会社前田組
11.契約金額 ￥60,690,000円　(消費税を含む）
12.契約日 平成24年5月1日
13.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社西工務店 57,800,000 円
日生建設株式会社 57,800,000 円
北野建設株式会社 辞退
誠信建設工業株式会社 57,800,000 円
北口建設工業株式会社交野営業所 57,800,000 円
株式会社榎並工務店 57,800,000 円
栗本建設工業株式会社 57,800,000 円
共同建設株式会社 57,800,000 円
タツト・建設株式会社 57,800,000 円
安積建設株式会社交野営業所 57,800,000 円
株式会社北村組大阪支店 57,800,000 円
共立建設株式会社関西支店 57,800,000 円
田中建設株式会社 57,800,000 円
株式会社森組大阪本店 57,800,000 円
西田工業株式会社大阪支店 57,800,000 円
株式会社前田組 57,800,000 円 落札（くじ）
富国建設株式会社 57,800,000 円
中林建設株式会社 57,800,000 円
株式会社中道組 57,800,000 円
株式会社オオヨドコーポレーション 57,800,000 円
株式会社森長工務店 57,800,000 円
株式会社マツダ・シティーズ 辞退
TSUCHIYA株式会社関西支社 57,800,000 円
株式会社シマ 57,800,000 円

耐震補強工事
普通教室棟
 ｋｔブレース補強（在来工法）　　　　　　　　19構面
屋外鉄骨階段補強　　　　　　　　　　　　　　1箇所

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立藤が尾小学校耐震補強工事

2. 工事場所
交野市星田北2－45－1(管理・特別教
室棟、西普通教室棟、東普通・特別教

3. 種　　　別 建築
4. 工　　　期 平成24年6月1日～平成24年8月31日
5. 概　　　要

6. 入札日 平成24年4月26日
7. 入札方法 公募型指名競争入札
8. 予定価格 　￥ 37,422,000円　(消費税を含む）
9.最低制限価格 ￥30,290,000 円
10.契約の相手方 水谷工業株式会社
11.契約金額 ￥ 31,804,500 円　(消費税を含む）
12.契約日 平成24年5月1日
13.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社西工務店 34,500,000 円
日生建設株式会社 30,290,000 円
水谷工業株式会社 30,290,000 円 落札（くじ）
誠信建設工業株式会社 32,400,000 円
株式会社榎並工務店 辞退 円
栗本建設工業株式会社 30,290,000 円
タツト・建設株式会社 30,290,000 円
安積建設株式会社交野営業所 33,920,000 円
株式会社北村組大阪支店 34,330,000 円
共立建設株式会社関西支店 35,400,000 円
株式会社前田組 前事業落札 円
中林建設株式会社 辞退 円
株式会社中道組 30,290,000 円
株式会社オオヨドコーポレーション 30,290,000 円
株式会社森長工務店 辞退 円
株式会社マツダ・シティーズ 辞退 円
TSUCHIYA株式会社関西支社 30,290,000 円
株式会社シマ 辞退 円

耐震補強工事
管理・特別教室棟
ｋｔブレース補強（接着工法）　　　　  4構面
Rc壁補強　　　　　　　　　　　　　　　　　2箇所
Rc袖壁補強　　　　　　　　　　　　　　　 1箇所
西普通教室棟
ｋｔブレース補強（接着工法）　　　　  3構面
開口閉塞　　　　　　　　　　　　　　 　　　5箇所
東普通・特別教室棟
開口閉塞　　　　　　　　　　　　　　 　　　4箇所

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立私市小学校耐震補強工事
2. 工事場所 交野市私市9－5－10(管理・特別教室
3. 種　　　別 建築

4. 工　　　期 平成24年6月1日～平成24年8月31日

5. 概　　　要

　
耐震補強工事
管理・特別教室棟
両端開口付鉄骨ブレース補強(在来工
法)　　　　　　　4構面
開口閉塞
5箇所

6. 入札日 平成24年4月26日
7. 入札方法 公募型指名競争入札
8. 予定価格 　￥23,320,500  円　(消費税を含む）
9.最低制限価格 ￥18,870,000円
10.契約の相手方 栗本建設工業株式会社
11.契約金額 ￥ 19,813,500 円　(消費税を含む）
12.契約日 平成24年5月1日
13.参加業者等
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 21540000 円
日生建設株式会社 辞退
水谷工業株式会社 前事業落札
誠信建設工業株式会社 18870000 円
栗本建設工業株式会社 18870000 円 落札（くじ）
安積建設株式会社交野営業所 22000000 円
株式会社前田組 前事業落札
株式会社中道組 18700000 円
株式会社オオヨドコーポレーション 18870000 円
TSUCHIYA株式会社関西支社 18870000 円
株式会社シマ 辞退



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立倉治小学校耐震補強工事
2. 工事場所 交野市倉治1－15－1(普通・特別教室
3. 種　　　別 建築
4. 工　　　期 平成24年6月1日～平成24年8月31日

5. 概　　　要

　
耐震補強工事
普通・特別教室棟
鉄鈑内臓コンクリートブレース　　　　2構
面　　　　　　屋外鉄骨階段接合部補強
2箇所

6. 入札日 平成24年4月26日
7. 入札方法 公募型指名競争入札
8. 予定価格 　￥22,564,500 円　(消費税を含む）
9.最低制限価格 ￥18,260,000 円
10.契約の相手方 誠信建設工業株式会社
11.契約金額 ￥19,173,000  円　(消費税を含む）
12.契約日 平成24年5月1日
13.参加業者等
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 18,260,000 円
日生建設株式会社 辞退
水谷工業株式会社 前事業落札
誠信建設工業株式会社 18,260,000 円 落札（くじ）
栗本建設工業株式会社 前事業落札
安積建設株式会社交野営業所 21,200,000 円
株式会社前田組 前事業落札
株式会社中道組 18,260,000 円
株式会社オオヨドコーポレーション 18,260,000 円
TSUCHIYA株式会社関西支社 辞退
株式会社シマ 辞退



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立岩船小学校耐震補強工事
2. 工事場所 交野市森北1－25－1(普通・特別教室
3. 種　　　別 建築
4. 工　　　期 平成24年6月1日～平成24年8月31日

5. 概　　　要

　
耐震補強工事
アルミブレース耐震補強工法　　　　２構
面
Rc壁補強　　　　　　　　　　　　　　　　２箇
所
屋外鉄骨階段接合部補強　　　　　  ２箇
所

6. 入札日 平成24年4月26日
7. 入札方法 指名競争入札
8. 予定価格 　￥ 17,566,500  円　(消費税を含む）
9.最低制限価格 ￥14,220,000 円
10.契約の相手方 ㈱西工務店
11.契約金額 ￥14,931,000 円　(消費税を含む）
12.契約日 平成24年5月1日
13.参加業者等
参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
安積建設㈱交野営業所 15,800,000 円
㈱上田建築工務店 14,220,000 円
北口建設工業㈱交野営業所 辞退
㈱西工務店 14,220,000 円 落札（くじ）
水谷工業㈱ 14,220,000 円



入　札　･　契　約　結　果
1. 工事名称 交野市立旭小学校耐震補強工事
2. 工事場所 交野市星田4－18－1(管理・特別教室
3. 種　　　別 建築
4. 工　　　期 平成24年6月1日～平成24年8月31日

5. 概　　　要

　
耐震補強工事
管理・特別教室棟
鋼鈑内蔵コンクリートブレース工法　1構
面

6. 入札日 平成24年4月26日
7. 入札方法 指名競争入札
8. 予定価格 　￥ 14,448,000 円　(消費税を含む）
9.最低制限価格 ￥11,690,000 円
10.契約の相手方 株式会社中道組
11.契約金額 ￥12,274,500円　(消費税を含む）
12.契約日 平成24年5月1日
13.参加業者等
参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
安積建設(株)交野営業所 13,700,000 円
住光建設(株) 13,760,000 円
鉄建建設(株)大阪支店 13,700,000 円
(株)吉田組大阪支店 辞退
若築建設(株) 13,760,000 円
株式会社中道組 11,690,000 円 落札



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称
軽貨物５ドアバン・軽自動車５ドアバン
購入

2. 納入場所 交野市私部1-1-1 交野市役所
3.納　　　期 平成24年5月31日

4. 概　　　要

　
・軽貨物５ドアバンＡＴ（ワンボックスタイ
プ・ハイルーフ・４人乗り可・２台4WD、１
台2WD）3台軽自動車5ドアバンＡＴ（ハッ
チバックタイプ・４人乗り可・2WD）1台
・仕様　オートマチック車　･パワーステ
アリング平成17年度排出ガス基準50％
低減レベル平成22年度燃費基準クリア
・付属品　エアコン･集中ドアロック・AM
ラジオ、荷台スペースにフロアマット
(ハッチバックは装着しない)納車諸経
費、下取り(廃車)費用、両側面ドアに青
字で「交野市」及び管理番号の表示必
要

5. 入札日 平成24年4月26日
6. 入札方法 指名競争入札
7. 予定価格 　￥3,432,460円(消費税を含む）
8.契約の相手方 交野自動車整備工場

交野市倉治3－27－8
9.契約金額 　　￥3,305,264円(消費税を含む）
10.契約日 平成24年5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
イワフネ自動車(株) 3,680,853 円
交野自動車整備工場 3,148,500 円 落札
カミタケ倉治(株) 3,317,930 円
春日オート㈱ 3,223,998 円



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成２４年度交野市大気環境調査委託

2. 事業場所
市立倉治小学校、市立総合体育施設、
東倉治3丁目地内、私部西３丁目地内

3. 期　　　間 平成２４年６月２日～平成２５年３月３１

4. 概　　　要

　
１、調査地点：4か所（倉治小学校、市立
総合体育施設、東倉治3丁目、私部西3
丁目
２、時  　期：年４回　(６月、９月、１２月、
２月)
３、調査項目：
・大気質：窒素酸化物、浮遊粒子状物
質、ベンゼン、1,3-ブタジエン、ホルムア
ルデヒド、アセトアルデヒド
・気  象：風向、風速、気温、湿度
４、測定方法：移動測定車又は測定用
小屋（コンテナ）等を用い測定する。
５、報告書：試料採取後に速報値結果と
して1部、最終報告書として2部に加えて
電子媒体でも提出。

5. 入札日 平成24年4月26日
6. 契約方法 指名競争入札
7. 予定価格     ￥4,242,000 円(消費税を含む）
8. 契約の相手方 ㈱環境総合テクノス
9. 契約金額 　￥3,822,000円(消費税を含む）
10.契約日 平成24年5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)環境総合テクノス 3,640,000 円 落札
（財）関西環境管理技術センター 6,350,000 円
帝人エコ・サイエンス(株)関西事業所 7,500,000 円
中外テクノス(株)関西支社 辞退
（株）日本総合科学大阪支所 辞退



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成24年度河川水質調査業務委託
2. 事業場所 交 野 市 役 所
3. 期　　　間 平成２４年６月２日～平成２５年３月３１

4. 概　　　要

受託者の業務
・委託者の業務以外の業務
委託者の業務
・検体の採取
・検体の採取日時及び採取場所等の記
録

5. 入札日 平成24年4月26日
6. 契約方法 指名競争入札
7. 予定価格 　￥1,648,500円(消費税を含む）
8. 契約の相手方 エヌエス環境㈱西日本支社
9. 契約金額 　￥1,008,000円(消費税を含む）
10.契約日 平成24年5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
㈱タツタ環境分析センター 2,270,000 円
㈱環境総合テクノス 1,480,000 円
中外テクノス㈱関西支社 辞退 　
エヌエス環境㈱西日本支社 960,000 円 落札
帝人エコ・サイエンス㈱関西事業所 1,500,000 円



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称
平成２４年度交野市ダイオキシン類調
査委託

2. 事業場所 交 野 市 役 所
3. 期　　　間 平成２４年６月２日～平成２５年３月３１

4. 概　　　要

　
１．大気調査
内容：一般環境中の大気試料の採取・
ダイオキシン類の分析
調査時期及び回数：各回のサンプリン
グ期間は1週間とし、概ね第１週から第
２週にかけて実施する。年４回（６、９、
１２、２月）
調査地点：市役所庁舎屋上の1点
調査方法：ダイオキシン類に関わる大
気環境測定マニュアルによる。
報告書の作成：速報値の報告書、最終
報告（書面及び電子媒体）
その他：平成21年1月より始まった大阪
府流入車規制適合車を使用すること。
 
２．土壌調査
内容：一般環境中の土壌試料の採取、
ダイオキシン類の分析
調査時期：平成24年10月頃に1回
調査地点：市が指定する2地点で2検体
調査方法：ダイオキシン類に関わる大
気環境測定マニュアルによる。
　　報告書の作成：速報値の報告書、最
終報告（書面及び電子媒体）
その他：平成21年1月より始まった大阪
府流入車規制適合車を使用すること。

5. 入札日 平成24年4月26日
6. 契約方法 指名競争入札
7. 予定価格 　￥630,000　円(消費税を含む）
8. 契約の相手方 ㈱タツタ環境分析センター
9. 契約金額 　￥619,500円(消費税を含む）
10.契約日 平成24年5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
㈱タツタ環境分析センター 590,000 円 落札
㈱島津テクノリサーチ環境・食品本部 辞退
中外テクノス㈱関西支社 辞退 　
エヌエス環境㈱西日本支社 920,000 円
帝人エコ・サイエンス㈱関西事業所 690,000 円



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 小型動力ポンプ付軽積載車
2. 納入場所 交野市消防本部
3.納　　　期 平成24年8月31日

4. 概　　　要

　
・台数２台
①シャシに小型動力ポンプ（トーハツ
VC52BS　Ｂ－３級または同等品）を積
載したもの
　
②シャシに小型動力ポンプ（トーハツ
VF63AS　Ｂ－２級または同等品）を積
載

5. 入札日 平成24年4月26日
6. 入札方法 指名競争入札
7. 予定価格 　￥9,933,000円(消費税を含む）
8.契約の相手方 木内ポンプ株式会社
9.契約金額 　　￥8,851,500円(消費税を含む）
10.契約日 平成24年5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
小川ポンプ工業(株) 8,610,000 円
木内ポンプ(株) 8,430,000 円 落札
株式会社近商 8,630,000 円
中央商工(株) 8,566,000 円
株式会社ナカムラ消防化学大阪営業 8,590,000 円



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 可搬消防ポンプ（Ｂ－２級）
2. 納入場所 交野市消防本部
3.納　　　期 平成24年9月28日

5. 入札日 平成24年4月26日

6. 入札方法 指名競争入札
7. 予定価格 　￥　1,753,500円(消費税を含む）
8.契約の相手方 木内ポンプ株式会社
9.契約金額 　　￥1,699,950　円(消費税を含む）
10.契約日 平成24年5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
小川ポンプ工業(株) 1,633,000 円
木内ポンプ(株) 1,619,000 円 落札
(株)近商 1,645,000 円
中央商工(株) 1,625,000 円
㈱モリタ大阪支店 1,630,000 円

　
（１）　寸法

①　全長　　　７００㎜～８００㎜
②　全巾　　　６００㎜～７００㎜
③　全高　　　７００㎜～７５０㎜

（２）　質量　　　　乾燥重量　８０㎏～１０
０㎏

（３）　バッテリー容量　　１２Ｖ　１６Ａｈ／
５ｈ以上

（４）　ポンプ　　片吸込１段タービンポン
プとする。

（５）　放水能力は、国の定めるＢ－２級
の規格に合格するとともに、次の数値

以上の性能を有すること。
　

①　規格放水量　規格送水圧力０．７
MPaにおいて１，０００ℓ／min以上

②　高圧放水量　高圧送水圧力１．０
MPaにおいて６００ℓ／min以上

③　吸水高さ　９ｍ
（６）エンジン

①　型式は、水冷４ストロークガソリンエ
ンジンとし、冷却水還流式（大型スト

レーナー付）とする。
②　出力は、２２ｋＷ以上とする。

③　燃料タンクの容量は１０ℓ以上とす
る。

④　始動方式は、セルスタータ式、リコ
イルスタータ式を備えるものとする。

⑤　燃料供給装置は、バッテリーレス電
子制御燃料噴射方式とする。

（７）保安装置とし下記の装置を備える
もの

①　オーバーヒート防止装置（自動復帰
機能付）

②　油圧低下警告装置（回転制御機能
付）

③　吸水不能時警告装置

4. 概　　　要



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 災害対応特殊救急自動車購入
2. 納入場所 交野市消防本部

3.納　　　期
交野市議会議決日の翌日から平成24
年12月28日以内

4. 概　　　要

１．車　種：トヨタ社製高規格救急車　ハ
イメディック　4WD

２．装　備：車輛装備・警告装置・運転室
内装備・収納関係・傷病者室内装備・搬
送用装備・気道確保装備・酸素吸入装
置・心電図モニター・除細動用装備・輸
液用装備・電装・無線関係・付属品・標
準装備

5. 入札日 平成24年4月26日
6. 入札方法 指名競争入札
7. 予定価格 　￥　　35,994,000　　円(消費税を含む）
8.契約の相手方 大阪トヨペット株式会社法人営業部
9.契約金額 　　￥31,290,000　円(消費税を含む）

10.(仮）契約日
平成24年5月1日（議会の議決後本契約
を締結します）

11.参加業者等
参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
大阪トヨペット株式会社法人営業部 29,800,000 円 落札
株式会社アダチ 30,400,000 円
日本船舶薬品株式会社大阪営業所 30,550,000 円
株式会社近商 31,000,000 円
日本光電関西株式会社北大阪支社 31,000,000 円
グリーンホスピタルサプライ株式会社
営業本部

辞退

株式会社やよい大阪営業所 30,680,000 円


