
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 （仮称）交野市学校給食センター建設工事に伴う造成工事

2. 工事場所 交野市倉治９丁目地内

3. 工　　　期 平成26年6月2日から平成26年9月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年5月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥６１，０８４，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４６，９００，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 佐藤土木工業株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥５０，６５２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年6月2日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社雨田組 46,900,000 円
豊成建設工業株式会社交野営業所 46,900,000 円
河本興業株式会社交野営業所 46,900,000 円
水谷工業株式会社 46,900,000 円
森本水道工業株式会社 46,900,000 円
株式会社前田造園交野支店 46,900,000 円
安積建設株式会社交野営業所 46,900,000 円
有限会社森英興産 46,900,000 円
佐藤土木工業株式会社交野営業所 46,900,000 円 落札（くじ）
株式会社平田設備工産 46,900,000 円
山本工業株式会社交野支店 46,900,000 円
堀舗道建設株式会社交野営業所 46,900,000 円
株式会社西工務店 46,900,000 円
株式会社西村工業交野営業所 46,900,000 円

（１）整地工　　　　一式
　表土剥ぎ戻し　１，２７６㎥
　掘削　　　　　５，０２６㎥
　盛土　　　　　１，１６５㎥
　残土処分【砂質土】　４，０８６㎥
　残土処分【粘性土】　１，２７６㎥
（２）擁壁工　　　　一式
　Ｌ型・逆Ｌ型擁壁（Ａ－Ｂ区間）　　５５．４５ｍ
　Ｌ型・逆Ｌ型擁壁（Ｃ－Ｄ区間）　１４９．９０ｍ
　Ｌ型・逆Ｌ型擁壁（Ｅ－Ｄ区間）　１５２．３８ｍ
（３）仮水路工　　　一式
（４）付帯工　　　　一式
（５）構造物撤去工　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部西2丁目地内道路排水補修工事

2. 工事場所 交野市私部西2丁目地内

3. 工　　　期 平成26年6月3日から平成26年8月1日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９,９１４,４００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７,４８０,０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 佐藤土木工業株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥８，０７８，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年6月2日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
安積建設株式会社交野営業所 7,480,000 円
三黄建設株式会社 7,480,000 円
佐藤土木工業株式会社交野営業所 7,480,000 円 落札（くじ）
北口工業株式会社 7,480,000 円
株式会社ケイ・エス 7,480,000 円

土工　一式
撤去工　一式
排水工　Ｌ＝１１０．６ｍ
舗装工　Ａ＝５６４．５㎡
区画線工　一式
施工延長　Ｌ＝１１２．９ｍ　施工面積　Ａ＝５６４．５㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 平成26年度交野市防犯灯ＬＥＤ化事業第1期工事

2. 工事場所 市内476箇所

3. 工　　　期 平成26年6月2日から平成26年8月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥９，９９０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥７，４２０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 有限会社岡田電器産業

10.契約金額 ￥８，０１３，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年6月2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 7,420,000 円
株式会社興亜電業社交野営業所 7,420,000 円
小川電機工事株式会社 欠席
橘電工株式会社 7,420,000 円
有限会社岡田電器産業 7,420,000 円 落札(くじ）

市内防犯灯について、ＬＥＤ灯へ切り替えるもの。
１０ＶＡ器具　３７１箇所
２０ＶＡ器具　１０５箇所



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 アニマート塗物食器(耐熱ＡＢＳ樹脂製）の購入

2. 事業場所 交野市第１・２・３給食センター

3. 納期限 平成26年8月20日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，７７５，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社中西製作所大阪支店

9.契約金額 ￥２，５５５，７１２円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年6月2日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社中西製作所大阪支店 2,366,400 円 落札
日本調理機株式会社関西支店 3,149,520 円
日化産業株式会社大阪支店 辞退
王子テック株式会社大阪営業所 3,052,800 円
株式会社アイホー大阪支店 3,088,000 円
三和厨房株式会社 2,500,000 円

アニマート塗物食器（耐熱ＡＢＳ樹脂製）
・ボール（小）１２９φ ×５４（３８０ｍｌ）　１，６００枚
・角仕切皿　２０８×１６９×２６（４３０ｍｌ）　８００枚

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. 納期限 平成26年7月1日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，２３８，０００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 ￥４，７１９，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年6月2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支 辞退
株式会社内田洋行大阪支店 4,370,000 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

4,636,000 円

東芝情報機器株式会社関西支社 辞退
日本電子計算株式会社大阪支店 辞退

平成２６年４月９日をもってサポート期間が終了したWindows
XP端末の入替にあたり、オフィスソフトを購入するもの。
　　Microsoft Office Standard 2013　１３０本
　　インストール用ディスク　１枚

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. 納期限 平成26年7月1日から平成31年6月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１３，２１９，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 リコーリース株式会社関西支社

9.契約金額 ￥９，４３４，８８０円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年6月2日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
ＮＴＴファイナンス株式会社関西支 失格
株式会社内田洋行大阪支店 9,420,000 円
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

9,306,000 円

リコーリース株式会社関西支社 8,736,000 円 落札
ＮＥＣキャピタルソリューション株式
会社関西支店

9,118,800 円

平成２６年４月９日をもってサポート期間が終了したWindows
XP端末を入れ替えるもの。また、不足している事務処理用パソ
コンを配備する。
・賃貸借物品及び数量
　　Ａ４ノート型パソコン　１３０台

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成26年度河川水質調査業務委託

2. 事業場所 交野市内河川8箇所

3. 期　　　間 平成26年6月3日から平成27年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，４１４，８００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 ￥９０３，９６０円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年6月2日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社環境総合テクノス 1,690,000 円
帝人エコ･サイエンス株式会社関西事
業所

1,200,000 円

いであ株式会社大阪支社 1,280,000 円
エヌエス環境株式会社西日本支社 2,370,000 円
一般財団法人関西環境管理技術セン
ター

837,000 円 落札

１．対象河川
　天野川（３ヶ所）、星田中川、江尻川、傍示川、野々田川、
がらと川
２．業務内容
　　①検体の分析及び報告
　　②その他委託者の業務以外の業務
３．検体採取日程
　年５回（６月、９月、１２月、２月及び臨時１回）
４．分析方法
　環境庁告示「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和４６
年）、日本工業規格JIS K 0102「工業排水試験方法」、JIS K
0312「工業用水・工場排水中のダイオキシン類及びコプラナー
ＰＣＢの測定方法」（平成１１年９月２０日）による。

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６箇所

3. 期　　　間 平成26年6月3日から平成26年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７３４，４００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 ￥７１２，８００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年6月2日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社交野興業交野支店 660,000 円 落札
交野市水道サービス株式会社 705,000 円
共栄設備工業株式会社交野営業所 839,000 円
株式会社エコ・テクノ枚方支店 720,000 円
株式会社郡幸工業所 750,000 円

受水槽清掃・点検　小学校４基
　　　　　　　　　　　　中学校１基
高架水槽清掃・点検　小学校７基
　　　　　　　　　　　　　　中学校１基
水質検査　小学校７体
　　　　　　　中学校１体
簡易専用水道法定検査　小学校６校
　　　　　　　　　　　　　　　　中学校１校

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・中学校消防設備点検業務委託

2. 事業場所 交野市私部1-54-1他13箇所

3. 期　　　間 平成26年6月3日から平成26年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年5月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，１８６，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 有限会社ダイトー

9.契約金額 ￥２，７９７，２００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年6月2日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
有限会社真電 2,620,000 円
京阪初田サービス株式会社 2,620,000 円
有限会社ダイトー 2,590,000 円 落札
第一防災株式会社 2,750,000 円
木内ポンプ株式会社 2,690,000 円

消防設備　機器点検及び総合点検　一式
・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・非常警報設備等消防
設備点検
・点検結果の消防署への報告
　小学校１０校
　中学校４校

入札金額（消費税を除く）


