
入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市学校給食センター整備事業実施設計業務委託

2. 事業場所 交野市倉治9丁目地内

3. 期　　　間 平成25年8月2日から平成26年3月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年7月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３１，８６７，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社綜企画設計大阪支店

9.契約金額 ￥１８，５７４，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年8月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社大建設計大阪事務所 28,000,000 円
パシフィックコンサルタンツ株式会社大
阪本社

辞退

株式会社アール・アイ・エー大阪支社 23,300,000 円
株式会社三座建築事務所 27,000,000 円
株式会社INA新建築研究所大阪支店 45,000,000 円
株式会社綜企画設計大阪支店 17,690,000 円 落札（くじ）
共同設計株式会社 17,690,000 円

交野市学校給食センター整備事業実施設計業務
　建築物の分類　　第２号　第２類
　延面積　３，６２３㎡
　　実施設計業務　　　一式
　　造成設計業務　　　一式
　　地質調査業務　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成25年度交野市防犯灯LED化事業第1期工事

2. 工事場所 交野市内332箇所

3. 工　　　期 平成25年8月1日～平成25年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，３７１，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，９１０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社興亜電業社交野営業所

10.契約金額 ￥６，２０５，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年8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
株式会社水谷電気工業 5,910,000 円
株式会社興亜電業社交野営業所 5,910,000 円 落札（くじ）
株式会社みまさか電気工業 5,910,000 円
有限会社岡田電器産業 5,910,000 円
セイヤ電気 5,910,000 円

１０ＶＡ器具２３７箇所
２０ＶＡ器具９５箇所



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 保健福祉総合センター改修工事

2. 工事場所 保健福祉総合センター内（1階及び2階）

3. 工　　　期 平成25年8月1日～平成25年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，８２２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，０９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 水谷工業株式会社

10.契約金額 ￥３，６７５，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年8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
株式会社上田建築工務店 3,500,000 円
株式会社前田組 辞退
有限会社古谷建設 3,640,000 円
北口建設工業株式会社交野営業所 辞退
水谷工業株式会社 3,500,000 円 落札（くじ）

共通仮設工事　1式
改修工事　1式
1階改修工事（こども園課・子育て支援課の改修工事）
2階改修工事（会議室・倉庫改修工事・審査会質１，２改修工
事）
諸経費　1式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立青年の家（2階）空調設備改修工事

2. 工事場所 交野市私部2-29-1

3. 工　　　期 平成25年8月1日～平成25年11月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，５１５，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，８９０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社共和技電

10.契約金額 ￥７，２３４，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年8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
株式会社北村商店 8,110,000 円
橘電工株式会社 辞退
株式会社共和技電 6,890,000 円 落札（くじ）
株式会社京阪エンジニアリングサー 6,890,000 円
株式会社サーモビルダー 6,890,000 円

空調設備工事　1式
換気設備工事　1式
電気設備工事　1式
撤去工事　1式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 私部郡津線測量業務委託

2. 事業場所 交野市私部3丁目地内

3. 期　　　間 平成25年8月1日から平成25年9月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，０６０，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社家永技建

9.契約金額 　　￥５５６，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年8月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社家永技建 530,000 円 落札
浜エンジニアリング株式会社大阪支店 770,000 円
株式会社濱田設計測量事務所 625,000 円
株式会社サンテック 1,500,000 円
平和測量設計株式会社 900,000 円

用地測量
作業計画　一式
資料調査　１５００㎡
境界確認　１５００㎡
境界測量　１５００㎡
境界点間測量　１５００㎡
面積計算　１５００㎡
用地実測図等作成　１５００㎡
打合せ協議　一式
公共用地境界画定業務　１５００㎡
委託延長　L=４０ｍ
委託面積　A=１５００㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市星田北・星田駅北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　外

3. 期　　　間 平成25年8月1日から平成26年1月27日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，４１０，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社家永技建

9.契約金額 ￥３，９９０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年8月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
有限会社冨田測量設計 4,650,000 円
株式会社夏目技術コンサルタント 4,130,000 円
浜エンジニアリング株式会社大阪支店 5,640,000 円
株式会社オオバ大阪支店 6,410,000 円
株式会社パスコ大阪支店 4,980,000 円
株式会社家永技建 3,800,000 円 落札

測量業務　一式
四級基準点測量　　　　　Ｎ＝１４０点
現地測量（１／５００）　Ａ＝４０．０ha
委託面積　400,000㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立小中学校備品購入（電化製品）

2. 事業場所 交野市私部1-54-1（交野小学校）他10校

3. 納期限 平成25年8月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，０７１，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本住宅設備株式会社

9.契約金額 　　￥８７０，４５０円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年8月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
日本住宅設備株式会社 829,000 円 落札
有限会社ティエムアイ 辞退
久保田電音 1,146,884 円
有限会社高辻文具 889,500 円
株式会社ヤマダ電機東大阪営業所 980,000 円
株式会社興亜電業社交野営業所 1,055,000 円

市立小中学校にて使用する電化製品類を一括購入するもの。
■市立小学校
ビデオカメラ　２台
デジタルカメラ　２台
スタンドスキャナー（ＵＳＢ書画カメラ）　６台
ＣＤポータブルシステム　２台
タブレットＰＣ　４台　等
■市立中学校
ＩＣレコーダー　１台
スピーカー　２台
精密体重計　２台　等

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立小中学校備品購入（体育）

2. 事業場所 交野市星田3-33-4（星田小学校）他11校

3. 納期限 平成25年8月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，２０７，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 有限会社フジイ学習社

9.契約金額 　　￥８６６，２５０円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年8月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社カホクスポーツ 辞退
有限会社ウオキクスポーツ 辞退
株式会社枚方スポーツ 辞退
有限会社高辻文具 1,037,070 円
有限会社フジイ学習社 825,000 円 落札
株式会社寝屋川教材社 辞退
株式会社アートセンターハヤカワ 辞退
有限会社ティエムアイ 辞退
吉田体機工業株式会社 辞退

市立小中学校にて使用する体育用教材を一括購入するもの。
■市立小学校
ミニハードル　１５台　クラッチ式ハードル　８台
ビート板　１０枚　バドミントンセット　３式
カラーヘルパー　１５個　等
■市立中学校
ソフトボール用具　２式
ハードル　１０台　竹刀　４０本　等

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立倉治小学校コンピューター室改修工事

2. 工事場所 交野市倉治1-15-1

3. 工　　　期 平成25年8月2日～平成25年8月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，４９６，５００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，８３０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 有限会社古谷建設

10.契約金額 ￥２，９７１，５００円（消費税を含む）

11.契約日 平成25年8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
北口建設工業株式会社交野営業所 辞退
安積建設株式会社交野営業所 辞退
有限会社古谷建設 2,830,000 円 落札（くじ）
有限会社森英興産 2,830,000 円
株式会社吉信工務店 2,830,000 円

仮設工事　１式
建築工事　１式
電気設備工事　１式
諸経費　１式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 署活系無線機400MHｚ帯

2. 事業場所 交野市消防本部通信司令室

3. 納期限 平成25年12月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成25年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，１９４，５００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 協和テクノロジィズ株式会社

9.契約金額 ￥２，１５２，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成25年8月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
協和テクノロジィズ株式会社 2,050,000 円 落札
株式会社近商 2,900,000 円
西菱電機株式会社大阪支社 2,455,000 円
沖電気工業株式会社関西支社 辞退
株式会社倉本産業大阪支店 2,997,880 円

納入品及び数量
ＴＣＰ－２３５無線機本体　　　　　　１５式
ＫＭＣ－４４スピーカーマイク　　　　１５台
ＫＮＺＢ－５７Ｌリチウムイオン電池　１５個
ＫＳＣ－４２ＬＣＲ連結充電台　　　　１５個
ＫＳＣ－２５ＫＭＫ連結充電台用ＡＣアダプター　４個
ＫＲＡ－２３ヘリカルアンテナ　　　　１５個
ＫＢＨ－１９ベルトクリップ　　　　　１５個
ＹＸ－２４５８ショルダーベルト　　　１５個

入札金額（消費税を除く）


