
入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立妙見坂小学校校舎外壁改修工事設計監理業務委託

2. 事業場所 交野市妙見坂７－２０－１

3. 期　　　間 平成25年5月2日から9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年4月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，８４５，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 アイ・エフ建築設計研究所

9.契約金額 ￥１，２２８，５００　円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年5月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社栄和設計事務所 2,800,000 円
株式会社小河建築設計事務所 5,000,000 円
株式会社都市環境設計 6,000,000 円
株式会社林設計事務所 2,900,000 円
アイ・エフ建築設計研究所 1,170,000 円 落札

建築物の分類　第７号第１類
建物概要　ＲＣ造２階建
延べ床面積　１，１３９㎡
想定総工事費　４２，０００，０００円

直接人件費（設計・監理）　一式
諸経費　一式
技術料等経費　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立小・中学校特殊建築物定期調査業務委託

2. 事業場所 交野市私部1丁目54-1他13か所

3. 期　　　間 平成25年5月2日から10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年4月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，１５０，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社板垣建築事務所

9.契約金額 ￥２，３１０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年5月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社服部建築事務所 辞退
株式会社藤和設計 辞退
株式会社内藤建築事務所
大阪事務所

4,200,000 円

株式会社空間デザイン 5,200,000 円
株式会社板垣建築事務所 2,200,000 円 落札

建築基準法の規定に基づく特殊建築物の定期調査及び報告
義務。
市内小・中学校１４校

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 非常照明用蓄電池交換工事

2. 工事場所 保健福祉総合センター地下蓄電池室

3. 工　　　期 平成２５年５月１日～平成２５年６月９日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年4月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，１８７，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，１９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社GSユアサ関西支社

10.契約金額 ￥４，３９９，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年5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
㈱ＧＳユアサ関西支社 4,190,000 円 落札（くじ）
司電機産業㈱ 4,190,000 円
㈱北村商店 4,190,000 円
水谷電気工業㈱ 4,190,000 円
橘電工㈱ 4,190,000 円

液式据置鉛蓄電池　１式
搬入費　１式
据付工事費　１式
試験調整費　１式
既設撤去工事費　１式
仮設電源費　１式
既設処理費　１式
諸経費　１式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 パッケージエアコン圧縮機取替工事

2. 工事場所 保健福祉総合センター4階交流ホール

3. 工　　　期 平成２５年５月１日～平成２５年６月３０日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年4月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，３２０，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，８７０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 小川電機工事株式会社

10.契約金額 ￥２，０９８，９５０円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年5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
㈱精研 2,100,000 円
㈱水谷電気工業 辞退
小川電機工事㈱ 1,999,000 円 落札
㈲真電 2,170,000 円
セイヤ電気 辞退

部品費　１式
技術費　１式
運搬費　１式
諸経費　１式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 高齢者生きがい創造センター空調機取替工事

2. 工事場所 高齢者生きがい創造センター

3. 工　　　期 平成２５年５月１日～平成２５年６月９日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年4月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，８９０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，４２０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 ㈲アゴーテック

10.契約金額 ￥１，４９１，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年5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
橘電工㈱ 1,420,000 円
㈱みまさか電気工業 1,420,000 円
㈲アゴーテック 1,420,000 円 落札（くじ）
㈱興亜電業社　交野営業所 辞退
㈲岡田電器産業 1,420,000 円

空調設備工事　一式
　・空調機（５馬力相当）ツイン　　１セット
　・空調機（４馬力相当）ペア　　　１セット
　・空調機（２．５馬力相当）ペア　１セット



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立機能支援センター空調設備改修工事

2. 工事場所 交野市天野が原町５－５－１

3. 工　　　期 平成２５年５月１日～６月３０日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年4月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，４１５，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，１９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 橘電工株式会社

10.契約金額 ￥５，４４９，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年5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
若林設備工業㈱交野支店 5,190,000 円
橘電工㈱ 5,190,000 円 落札（くじ）
㈱小西水道工業所交野支店 欠席
東部水道産業㈱交野支店 5,190,000 円
森本水道工業㈱ 5,190,000 円

空調設備改修工事　一式
・パッケージ型空調機　ツイン（６馬力相当）　　１セット
・パッケージ型空調機　トリプル（６馬力相当）　２セット
・パッケージ型空調機　ツイン（４馬力相当）　　２セット
・ルームエアコン　１台



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成25年度　河川水質調査業務委託

2. 事業場所 交野市私市9丁目（天野川）他7か所

3. 期　　　間 平成25年5月2日から平成26年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年4月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８９２，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 一般財団法人関西環境管理技術センター

9.契約金額 ￥８２９，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年5月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
㈱環境総合テクノス 1,220,000 円
㈱タツタ環境分析センター 1,470,000 円
帝人エコ・サイエンス㈱関西事業所 1,080,000 円
一般財団法人関西環境管理技術セ
ンター

790,000 円 落札

㈱日建技術コンサルタント 1,700,000 円

市内河川８か所の水質調査業務委託
・検体の分析
・その他委託者の業務以外の業務（採水容器の提供、ｐｈ
計・温度計の貸出）
検体採取回数
年４回
報告書作成

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成25年度　ダイオキシン類調査委託

2. 事業場所
交野市役所庁舎屋上（大気）・交野市内
（土壌）

3. 期　　　間 平成25年5月2日から平成26年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年4月30日

6. 入札方法 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 株式会社タツタ環境分析センター

9.契約金額 ￥６３０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年5月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
㈱タツタ環境分析センター 600,000 円 落札
（財）ひょうご環境創造協会 辞退
和建技術㈱大阪支店 辞退
帝人エコ・サイエンス㈱関西事業所 辞退

エヌエス環境㈱西日本支社 辞退

㈱島津テクノリサーチ環境・食品本部 辞退

委託内容
・一般環境中の大気・土壌試料の採取
・ダイオキシン類の分析
調査回数
・大気：年４回（各回のサンプリング期間は１週間）
・土壌：年１回
調査地点
・大気：交野市役所屋上１地点
・土壌：２地点
報告書作成

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成25年度　交野市大気環境調査委託

2. 事業場所 交野市立長宝寺小学校他3箇所

3. 期　　　間 平成25年5月2日から平成26年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年4月30日

6. 入札方法 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 株式会社環境総合テクノス

9.契約金額 ￥４，０８４，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年5月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
㈱環境総合テクノス 3,890,000 円 落札
（財）関西環境管理技術センター 6,210,000 円
中外テクノス㈱関西支社 辞退
帝人エコ・サイエンス㈱関西事業所 7,000,000 円
いであ㈱大阪支社 7,800,000 円

測定地点：４か所
測定回数：年４回
測定項目
・大気質：窒素酸化物、浮遊粒子状物質等
・気象：風向、風速、気温、湿度
測定方法：移動測定者又は測定用小屋
報告書作成

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 公用車の購入

2. 事業場所 交野市私部１－１－１　

3. 期　　　間 平成25年6月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年4月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，４６４，７３０円（消費税を含む）

8.契約の相手方 交野自動車整備工場

9.契約金額 ￥７，０８１，７５５円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年5月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
イワフネ自動車㈱ 6,910,968 円
交野自動車整備工場 6,745,680 円 落札
春日オート㈱ 欠席
カミタケ倉治㈱ 7,192,613 円

■軽貨物５ドアバン　５台
　（車両仕様）ワンボックスタイプ・ハイルーフ・乗車定員４
人・白色・２ＷＤ・ＡＴ・０．６５Ｌ・レギュラーガソリン
　（付属品）エアコン・パワステ・パワーウインドウ等
■軽トラック　１台
　（車両仕様）乗車定員２人・白色・２ＷＤ・ＡＴ・０．６５Ｌ・レ
ギュラーガソリン
　（付属品）エアコン・パワステ・パワーウンドウ等
■ミニバンもしくはワンボックス（乗用車）　１台
　（車両仕様）室内長2900mm以上・室内幅1500mm・以上室
内高1300mm以上・燃料消費率（国土交通省審査値）
13.0km/L以上・乗車定員８人・シルバー・２ＷＤ・ＣＶＴもしく
はＡＴ・２Ｌ以下・レギュラーガソリン
　（付属品）カーナビ・バックカメラ・助手席側オートスライドド
ア等
※軽貨物及び軽トラックは両側面ドアに青字で「交野市」を
表示。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 インターネット接続サービス

2. 事業場所 交野市私部1丁目1番1号

3. 期　　　間 平成25年7月1日から平成30年6月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年4月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，８１２，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社ケイ・オプティコム

9.契約金額 ￥５，５５５，０２５円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年5月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
㈱ケイ・オプティコム 5,290,500 円 落札
西日本電信電話㈱大阪東支店 辞退
パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン株式会社関西

辞退

日本電気㈱関西支社 辞退
富士通エフ・アイ・ピー 辞退

アクセス回線及びインターネット接続（ＩＳＰ）の提供
■アクセス回線
　・光ファイバー回線
　・アクセス速度は上下とも１００Ｍｂｐｓ以上。ただし、共
用型サービスも可。
　・ルータまでの回線運用　など
■インターネット接続（ＩＳＰ）
　・グローバルＩＰアドレスの割り当て数は１６個
　・プライマリＤＮＳサーバは市が管理、セカンダリＤＮＳ
サーバは事業者で設置、運営。
　・ドメイン名（city.katano.osaka.jp）は事業者で維持管
理。
　・メールアカウントは不要。　など
■その他
　・２４時間、３６５日体制で回線監視、呼称受付・修理対
応。事業者側の理由でサービスが停止した場合は３０分
以内に指定の連絡先まで連絡するＳＬＡ等で保証　など。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 オフィスソフト購入

2. 事業場所 交野市私部１－１－１

3. 期　　　間 平成25年7月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年4月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，０５３，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社内田洋行大阪支店

9.契約金額 ￥３，４９１，７７５円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年5月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
西日本電信電話株式会社大阪東
支店

3,428,000 円

株式会社内田洋行大阪支店 3,325,500 円 落札
富士通ネットワークソリューションズ
株式会社関西支店

3,660,000 円

東芝情報機器株式会社関西支社 辞退
株式会社大塚商会ＬＡ関西営業部 3,498,800 円
株式会社日興商会高槻支店 3,498,000 円

マイクロオフィス社のオフィスソフト（Microsoft
Office　standard　2010）を１００本購入する。

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 ノートパソコン賃貸借

2. 事業場所 交野市私部1－1－1

3. 期　　　間 平成25年7月1日から平成30年6月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年4月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１０，９５１，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社内田洋行大阪支店

9.契約金額 ￥　６，５２０，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年5月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
ＮＴＴファイナンス㈱関西支店 欠席
㈱内田洋行大阪支店 6,210,000 円 落札
富士通ネットワークソリュー
ションズ㈱関西支店

6,366,000 円

芙蓉総合リース㈱大阪支店 辞退
東京センチュリーリース㈱大
阪情報機器営業部

辞退

Ａ４ノート型パソコンの賃貸借
台数　１００台
ＯＳ　Windows7　Professional（32-bit）

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 ＣＤ－Ｉ型消防ポンプ自動車

2. 事業場所 交野市消防本部

3. 期　　　間 平成25年8月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年4月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２１，５５６，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社モリタ大阪支店

9.契約金額 ￥２１，３１５，０００円（消費税を含む）

10.（仮）契約日 平成25年5月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
小川ポンプ工業㈱ 21,650,000 円
㈱モリタ大阪支店 20,300,000 円 落札
木内ポンプ㈱ 26,900,000 円
㈱近商 22,800,000 円
中央商工㈱ 25,000,000 円
㈱ナカムラ消防化学大阪営業所 欠席

ＣＤ－Ⅰ型消防ポンプ自動車
■シャシ
・シャシ　３トン級ダブルキャブ（消防専用）
・エンジン　水冷４サイクル４気筒ディーゼルエンジン
・１２５ｐｓ／３，０００以上
・四輪駆動
・マニュアルトランスミッション
■水ポンプ装置
　・高圧一段ボリュート式ポンプ（Ａ－２級）
■真空ポンプ
　・ピストン式真空ポンプ　など

入札金額（消費税を除く）


