
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 幾野春日線舗装補修工事

2. 工事場所 交野市幾野2丁目地内　他

3. 工　　　期 平成26年7月1日から平成26年11月27日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年6月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３５，６４０，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２７，０６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 株式会社平田設備工産

10.契約金額 ￥２９，２２４，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年7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
森本水道工業株式会社 27,060,000 円
株式会社雨田組 27,060,000 円
有限会社森英興産 27,060,000 円
河本興業株式会社交野営業所 27,060,000 円
三黄建設株式会社 27,060,000 円
有限会社和紀総合 27,060,000 円
豊成建設工業株式会社交野営業所 27,060,000 円
株式会社前田造園交野支店 27,060,000 円
山本工業株式会社交野支店 27,060,000 円
堀舗道建設株式会社交野営業所 27,060,000 円
株式会社戸田設備工業所交野支店 27,060,000 円
岩熊土木工業株式会社交野支店 27,060,000 円
水谷工業株式会社 前回入札を落札したため資格なし
株式会社西工務店 前回入札を落札したため資格なし
河本技建工業株式会社交野営業所 27,060,000 円
株式会社平田設備工産 27,060,000 円 落札（くじ）
株式会社正栄土木交野支店 27,060,000 円
株式会社上田建築工務店 27,060,000 円

土工　一式
撤去工　一式
舗装工　Ａ＝６，２７５㎡
区画線工　一式
付帯工　一式
施行延長　Ｌ＝６００ｍ　　施行面積　Ａ＝６，２７５㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 新学校給食センター排水管布設工事

2. 工事場所 交野市倉治９丁目地内

3. 工　　　期 平成26年7月1日から平成26年9月28日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年6月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥２８，０６９，２００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２１，１６０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 北口工業株式会社

10.契約金額 ￥２２，８５２，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年7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
豊成建設工業株式会社交野営業所 21,160,000 円
河本技建工業株式会社交野営業所 21,160,000 円
株式会社ＵＤＩ 21,160,000 円
株式会社中央土木 21,160,000 円
岩熊土木工業株式会社交野支店 25,500,000 円
株式会社小野組 21,160,000 円
河本興業株式会社交野営業所 21,160,000 円
北口工業株式会社 21,160,000 円 落札（くじ）
株式会社昌栄工務店 21,160,000 円

新学校給食センターの汚水排水接続に係る部分を施工するも
の。
工事大要
１．小口径泥土圧進工（吸引排土方式）
　　推進延長Ｌ’＝２４．５８ｍ
２．組立２号マンホール設置工　Ｎ＝１箇所
３．組立１号マンホール設置工　Ｎ＝１箇所
４．発進立坑（鋼矢板）３．６０ｍ×２．８０ｍ　Ｎ＝１箇所
５．中間立坑（鋼製ケーシング）　φ １３００
６．薬液注入工　一式
　　施工延長　Ｌ＝２７．５ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部3丁目地内汚水バイパス管布設工事

2. 工事場所 交野市私部3丁目地内

3. 工　　　期 平成26年7月1日から平成26年9月13日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年6月30日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１７，５０６，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１３，１４０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 豊成建設工業株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥１４，１９１，２００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年7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
豊成建設工業株式会社交野営業所 13,140,000 円 落札（くじ）
有限会社森英興産 13,140,000 円
水谷工業株式会社 前回入札を落札したため資格なし
株式会社森長工業交野支店 13,140,000 円
河本技建工業株式会社交野営業所 辞退
株式会社雨田組 辞退
交南設備株式会社交野営業所 13,140,000 円
株式会社正栄土木交野支店 13,140,000 円
有限会社和紀総合 13,140,000 円
森本水道工業株式会社 13,140,000 円
株式会社前田造園交野支店 13,140,000 円
山本工業株式会社交野支店 13,140,000 円
株式会社エイチツーオー交野支店 13,140,000 円
株式会社西工務店 前回入札を落札したため資格なし
堀舗道建設株式会社交野営業所 13,140,000 円
株式会社平田設備工産 直前の入札を落札したため資格なし
河本興業株式会社交野営業所 13,140,000 円
株式会社戸田設備工業所交野支店 13,140,000 円
北口工業株式会社 直前の入札を落札したため資格なし
株式会社西村工業交野営業所 13,140,000 円
三黄建設株式会社 13,140,000 円

大雨時に汚水量が増加することにより私部神宮寺幹線が溢れる
のを防止する目的で施工するもの。
　φ ２００ｍｍ塩ビ管布設工　l＝９８．１ｍ
　φ ２００ｍｍＤＣＩＰ管布設工　l＝６．８４ｍ
　１号組立人孔設置工　Ｎ＝４箇所
　方円組立人孔設置工　Ｎ＝１箇所
　取付管布設工　Ｎ＝４箇所
　付帯工　　一式

施工延長　Ｌ＝１０４．２ｍ　施工面積　Ａ＝４２６．３６㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 茄子作第1・第2処理分区基本計画の見直し他1件業務委託

2. 事業場所 交野市内

3. 期　　　間 平成26年7月1日から平成26年9月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年6月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，６２４，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 オリジナル設計株式会社大阪事務所

9.契約金額 ￥１，８０３，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
オリジナル設計株式会社大阪事務所 1,670,000 円 落札
株式会社ニュージェック大阪事務所 3,900,000 円
株式会社昭和設計 3,700,000 円
株式会社エイト日本技術開発関西支社 辞退
株式会社日建技術コンサルタント 1,820,000 円

設計業務
　淀川左岸流域下水道関連
　　下水道基本構想（変更）業務　一式
　寝屋川北部流域下水道関連
　　下水道法による事業計画（延伸）業務　一式
　　都市計画事業認可（延伸）図書作成業務　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 私市中央線（御幸橋）他橋梁補修設計業務委託

2. 事業場所 交野市私市9丁目地内他

3. 期　　　間 平成26年7月2日から平成26年8月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年6月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，２３６，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社オリエンタルコンサルタンツ関西支店

9.契約金額 ￥５，３４６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
東洋技研コンサルタント株式会社 6,000,000 円
株式会社日本構造橋梁研究所大阪支社 7,200,000 円
国際航業株式会社大阪支店 5,180,000 円
株式会社オリエンタルコンサルタンツ関西
支店

4,950,000 円 落札

中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 12,000,000 円
浜エンジニアリング株式会社大阪支店 6,200,000 円

設計計画　　　　　　　　　　一式
既存資料収集整理・現地踏査　一式
現地調査　　　　　　　　　　２橋
補修設計　　　　　　　　　　２橋
施工計画　　　　　　　　　　２橋
概算工事費算出　　　　　　　２橋
関係機関協議資料作成　　　　一式
報告書作成　　　　　　　　　一式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 準用河川私部北川ほか構造物補修設計業務委託

2. 事業場所 交野市青山5丁目地内他

3. 期　　　間 平成26年7月2日から平成26年9月30日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年6月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，１０２，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社浪速技研コンサルタント

9.契約金額 ￥３，４５６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社浪速技研コンサルタント 3,200,000 円 落札
株式会社東京建設コンサルタント関西
本社

10,000,000 円

株式会社井沢設計 5,250,000 円
五洋設計株式会社大阪支店 5,500,000 円
浜エンジニアリング株式会社大阪支店 3,420,000 円

私部北川および野々田川において構造物補修のための測量及
び設計を行うもの。
　路線測量　Ｌ＝０．１７ｋｍ
　地形測量　Ａ＝３，１００㎡
　ブロック積み護岸詳細設計　一式
　補強コンクリート工設計　一式
　床固め工設計　一式

　施工延長　Ｌ＝１７０ｍ　施工面積　Ａ＝３，１００㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立あさひ幼児園遊具入替他工事設計委託

2. 事業場所 交野市星田5-2-12

3. 期　　　間 平成26年7月1日から平成26年8月10日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年6月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，３９３，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 翔夢建築設計事務所

9.契約金額 　　￥８３１，６００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
藤井設計事務所 800,000 円
翔夢建築設計事務所 770,000 円 落札
共同設計株式会社 辞退
株式会社金沢設計事務所 1,400,000 円
株式会社三座建築事務所 1,500,000 円

以下の工事の設計図書作成及び数量内訳書の作成
計画概要　①全遊具の入替工事及び撤去
　　　　　　入替遊具：鉄棒、ブランコ、ジャングルジム、複合
　　　　　　　　　　　遊具、雲梯、すべり台等
　　　　　②プールの解体工事及び整地
　　　　　③駐車場の拡張工事（４台→８台）
　　　　　④園舎裏駐車場の設置（１０㎡以下）
　　　　　⑤幼稚園舎の庇又はポーチの取り付け工事
　　　　　⑥高木撤去（４本）
　　　　　⑦その他関係部署との協議による必要な届出等

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市地域防災計画修正業務委託

2. 事業場所 交野市内

3. 期　　　間 平成26年7月1日から平成27年3月27日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年6月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６，２８５，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 国際航業株式会社大阪支店

9.契約金額 ￥６，１５６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
国際航業株式会社大阪支店 5,700,000 円 落札
株式会社パスコ大阪支店 辞退
アジア航測株式会社大阪支店 辞退
玉野総合コンサルタント株式会社大阪
支店

辞退

朝日航洋株式会社西日本空情支社 辞退
株式会社関西総合研究所 辞退

災害対策基本法第１６条の規定に基づき、東日本大震災等か
らの教訓や南海トラフ巨大地震の被害想定との整合性を図りな
がら、交野市地域防災計画の見直しを行うもの。
（１）計画準備
（２）資料収集整理
（３）修正方針の設定
（４）地域防災計画（素案）の作成
（５）修正の概要及び新旧対照表の作成
（６）地域防災計画（案）の作成
（７）パブリックコメント開催用資料の作成
（８）防災会議支援及び資料の作成
（９）避難所等マップの作成
（１０）報告書の作成
（１１）打合せ協議

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 教育用コンピュータ整備事業

2. 事業場所 交野市立小中学校14校

3. 納期限 平成26年9月1日から平成31年8月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年6月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１８，８２４，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社関西支
店

9.契約金額 ￥１８，５６１，３１２円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
日通商事株式会社大阪支店 辞退
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
関西支店

17,186,400 円 落札

日本教育情報機器株式会社 17,337,000 円
富士通株式会社関西支社 辞退
三菱電機クレジット株式会社関西支店 辞退

市立中学校４校の校内ＬＡＮ用として整備されている教育用コン
ピュータ機器及び市内小中学校１４校に整備されている教頭用
コンピュータについて、機器の更新整備を行う。
　（１）校内ＬＡＮ用コンピュータ　６０台
　（２）教頭用コンピュータ　１４台
　（３）ネットワーク機器
　　　　ルーター４台
　　　　スイッチングＨＵＢ　８台
　（４）ソフトウェア
　　　　マイクロソフOffice Professional 2013　７４個
　　　　ジャストシステムホームページ・ビルダー　１４個
　　　　スズキ教育ソフトキューブNext4交野市特別版　４式
　　　　授業支援システム機能追加　４式
　（５）付帯事項
　　　　旧機器解体・引取り　４式
　　　　設置・設定　４式

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立倉治図書館空調設備整備事業

2. 事業場所 交野市倉治6-9-20

3. 期　　　間 平成26年7月2日から平成26年7月15日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年6月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，２９６，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社山口商会

9.契約金額 ￥１，１２４，５８２円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
橘電工株式会社 1,700,000 円
株式会社京阪エンジニアリングサービス 1,350,000 円
株式会社サーモビルダー 1,140,000 円
株式会社精研 辞退
株式会社山口商会 1,041,280 円 落札

機器のオーバーホールを実施し、機器の延命及び適正な稼動
を確保する。
【業務内容】
・　対象設備の点検、洗浄、整備、部品交換及び運転確認
（高所作業を含む）
・報告書の提出
【対象設備】
　　室内機　１５台
　　室外機　５台

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 複合機賃貸借（レンタル）

2. 事業場所 交野市天野が原町5-5-1

3. 納期限 平成26年7月14日から平成31年7月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年6月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥６８３，６４０円（消費税を含む）

8.契約の相手方 東芝テック株式会社関西支社

9.契約金額
モノクロ 　2.00円／枚（消費税を含まない）
カラー　　16.00円／枚（消費税を含まない）

10.契約日 平成26年7月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用

コニカミノルタビジネスソリューショ
ンズ株式会社官公庁事業部近畿官
公庁営業部

株式会社加地

富士ゼロックス大阪株式会社官公
庁営業部

東芝テック株式会社関西支社 落札

リコーリース株式会社関西支社 辞退

合計金額は、①の単価×30,290枚と②の単価×6,058枚を合算したもの。

① 連続複写速度　　Ａ４が毎分３０枚以上であること
② 解像度　　　　　６００dpi以上であること
③ 現像方式　　　　静電転写方式
④ 給紙　　　　　　４段以上の内蔵トレイを有し、各段５００
枚以上の給紙が行えること
⑤ 原稿送り装置　　１００枚以上収容の自動原稿送り装置を備
　えること
⑥ 両面コピー機能　自動原稿送り装置使用時を含め、自動両
面
複写機能を備えること
⑦ 縮小拡大機能　　２５～４００％
⑧ セキュリティー　ハードディスクの消去及び蓄積データの暗
号化等による保護が可能なこと
　　環境対策　　　　グリーン購入法適合商品であること

入札金額（消費税を除く）

①モノクロ　3.00円／枚
②カラー　20.00円／枚
合計金額　　212,030円

①モノクロ　15.30円／枚
②　カラー　25.00円／枚

合計金額　614,887円

①モノクロ　3.00円／枚
②カラー　12.70円／枚
合計金額　167,806円

①モノクロ　2.00円／枚
②カラー　16.00円／枚
合計金額　157,508円



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 400MHz帯署活系携帯無線機の購入

2. 事業場所 交野市天野が原町4-8-1（交野市消防本部）

3. 納期限 平成26年10月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年6月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，７９２，８００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 ￥１，６２０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年7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 1,500,000 円 落札
株式会社近商 1,645,704 円
西菱電機株式会社大阪支社 2,030,000 円
株式会社倉本産業大阪支店 辞退
コスモ電子通信株式会社 辞退

納入品及び数量
ＴＣＰ－２３５　無線機本体　１２台
ＫＭＣ－４４　スピーカーマイク　１２本
ＫＮＢ－５７Ｌ　リチウムイオン電池　１２個
ＫＳＣ－４２ＬＣＬ　連結充電台　１２個
ＳＣ－２５ＬＭＬ　連結充電台用ＡＣアダプター　３個
ＫＲＡ－２３　ヘリカルアンテナ　１２個
ＫＢＨ－１９　ベルトクリップ　１２個
ＹＸ－２４５８　ショルダーベルト　１２個

入札金額（消費税を除く）


