
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立青年の家（3階）空調設備改修工事

2. 工事場所 交野市私部2丁目29番地1号

3. 工　　　期 平成26年8月1日から平成26年11月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，７２２，０００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，０７０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 株式会社サーモビルダー

10.契約金額 ￥６，５５５，６００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26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 7,150,000 円
株式会社共和枝電 6,070,000 円

株式会社京阪エンジニアリングサー
ビス

株式会社サーモビルダー 6,070,000 円 落札（くじ）
橘電工株式会社 7,150,000 円

空調設備工事　一式
撤去工事　一式
電気設備工事　一式

辞退



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部幹線1号流量計取替修理

2. 工事場所 交野市郡津5丁目59番地先

3. 工　　　期 平成26年8月1日から平成26年9月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，６８０，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，２７０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 東京計器株式会社大阪営業所

10.契約金額 ￥５，３４６，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26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
東京計器株式会社大阪営業所 4,950,000 円 落札
株式会社サンセイ 5,000,000 円
朝日企業株式会社
日本エンジニア株式会社
向洋電機株式会社

超音波流量計　ＵＶＨ－２０００　１台
既設超音波流量計撤去　１台
温度センサー　１本
試運転調整含む
据付及び電気工事含む

辞退
辞退
欠席



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私市6丁目地内汚水管布設工事

2. 工事場所 交野市私市6丁目地内

3. 工　　　期 平成26年8月1日から平成26年8月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，００８，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１，５００，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 株式会社ケイ・プランニング・コーポレーション

10.契約金額 ￥１，６２０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26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
株式会社西村工業交野営業所
株式会社エイチツーオー
株式会社ケイ・プランニング・コーポ
レーション

1,500,000 円 落札（くじ）

有限会社川人設備 1,760,000 円
森本水道工業株式会社 1,500,000 円

１． 土工　1.0式
２． 塩化ビニル管布設工　φ 200㎜　L=26.80m
３． 塩化ビニル小型マンホール設置　φ 300㎜　N=3.00
箇所
４． 塩化ビニル製ます設置工　φ 200㎜　N¬=4.00箇所
５． 付帯工　1.0式
６． 路盤工　Rc-30　t=15cm　A=21.91㎡
　　 表層工　再生密粒As　t=5cm　 A=21.91㎡

辞退
辞退



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私市2丁目地内市管理道路舗装補修工事

2. 工事場所 交野市私市2丁目地内

3. 工　　　期 平成26年8月2日から平成26年9月30日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，７３６，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥２，７５０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 株式会社雨田組

10.契約金額 ￥２，９７０，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26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
株式会社雨田組 2,750,000 円 落札（くじ）
有限会社森英興産 2,750,000 円
有限会社和紀総合 2,750,000 円
交南設備株式会社交野営業所 2,750,000 円
有限会社山崎設備 2,750,000 円

撤去工　一式
舗装工　Ａ＝４５１㎡
区画線工　一式
付帯工　一式
　施工延長　Ｌ＝９０ｍ　施工面積　Ａ＝４５１㎡



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 ちびっこ広場施設更新工事

2. 工事場所 交野市南星台５丁目地内　他

3. 工　　　期 平成26年8月1日から平成26年10月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，２７６，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥３，１５０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 創景舎らくだ屋造園

10.契約金額 ￥３，４０２，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26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
石田造園土木株式会社交野支店
株式会社山満造園本店
株式会社総合緑化 3,150,000 円
交野造園 3,150,000 円
創景舎らくだ屋造園 3,150,000 円 落札（くじ）

ちびっこ広場（４か所）の老朽化した遊具を撤去･新設す
るもの
撤去工　一式（すべり台３基・４連ブランコ１基）
設置工　一式（すべり台３基・２連ブランコ１基）
付帯工　一式

無効
辞退



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 免除川第2公園施設更新工事

2. 工事場所 交野市郡津１丁目地内

3. 工　　　期 平成26年8月1日から平成26年10月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥５，８５３，６００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥４，３５０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 株式会社タイキ

10.契約金額 ￥４，６９８，０００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26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
株式会社ニシオカ 4,350,000 円
チリ化成株式会社 4,350,000 円
株式会社タイキ 4,350,000 円 落札（くじ）
株式会社前田造園交野支店 4,350,000 円
株式会社グリーン京阪 4,350,000 円

老朽化した遊具を撤去・新設するもの。
撤去工　一式（複合遊具１基）
設置工　一式（複合遊具１基）



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2期工事

2. 工事場所 交野市内445箇所

3. 工　　　期 平成26年8月1日から平成26年10月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８，９７４，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥６，６６０，０００円（消費税を含まない）　

9.契約の相手方 有限会社真電

10.契約金額 ￥７，１９２，８００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26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
株式会社みまさか電気工業 6,660,000 円
有限会社真電 6,660,000 円 落札（くじ）
有限会社アゴーテック 6,660,000 円
セイヤ電気 6,660,000 円
有限会社北村商店 6,660,000 円

１０ＶＡ器具　４４１箇所
２０ＶＡ器具　４箇所



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 星田一丁目地内路肩補修詳細設計業務委託

2. 事業場所 交野市星田１丁目地内

3. 期　　　間 平成26年8月2日から平成26年10月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥３，２５０，８００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 浜エンジニアリング株式会社大阪支店

9.契約金額 ￥２，１６０，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年8月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社サンテック 2,800,000 円
近畿技術コンサルタンツ株式会社 2,500,000 円
近畿設計測量株式会社大阪支店 2,230,000 円
株式会社長大大阪支店
株式会社阪神コンサルタンツ大阪支店 4,500,000 円
浜エンジニアリング株式会社大阪支店 2,000,000 円 落札

路線測量　Ｌ＝２２０ｍ
現地測量　Ａ＝１，１００㎡
路肩補修詳細設計業務　一式

　Ｌ＝２２０ｍ　Ａ＝１，１００㎡

入札金額（消費税を除く）

辞退



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市長選挙ポスター掲示場設置等業務委託

2. 事業場所 交野市内142箇所

3. 期　　　間 平成26年8月20日から平成26年9月10日

4. 概　　　要

5. 入札日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，６４１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 有限会社大西工芸社

9.契約金額 ￥６４６，９２０円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年8月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
有限会社大西工芸社 599,000 円 落札
株式会社選挙設備関西 1,350,000 円
ＴＳＰ太陽株式会社大阪支店
有限会社脇田グループ 890,000 円
株式会社タナカ関西ディスプレイ 1,491,000 円
不二工芸株式会社 642,000 円

市内１４２箇所に市長選挙のポスター掲示板を設置等するも
の。
（業務内容）
掲示板の作成　２段２列
掲示板の設置　公示日３日前から選挙期日までの間
掲示板の撤収　撤収物の廃棄含む

入札金額（消費税を除く）

辞退



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市長選挙投開票所物品搬入搬出等業務委託

2. 事業場所
交野市内20箇所（投票所）、開票所、市役所及
び指定した場所

3. 期　　　間 平成26年8月4日から平成26年9月16日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，１５５，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日本通運株式会社大阪東支店

9.契約金額 ￥６６０，９６０円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年8月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
株式会社ダイコク
日本通運株式会社大阪東支店 612,000 円 落札
セイノースーパーエクスプレス株式会
社大阪引越センター

785,000 円

センコー株式会社ロジティクス営業本
部関西営業部
近畿運輸有限会社
日本郵便株式会社交野郵便局 辞退

投票所（２０か所）、開票所等における物品の搬入・回収を行う
もの。

入札金額（消費税を除く）
辞退

辞退

辞退



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市長選挙期日前投票事務人材派遣業務

2. 事業場所 交野市私部1-1-1

3. 期　　　間 平成26年9月1日から平成26年9月6日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年7月30日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８３１，６００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 テルウェル西日本株式会社

9.契約金額

8時間まで　￥1,000円／時間（消費税を含まな
い）
8時間超え　\1,250円／時間（消費税を含まな
い）

10.契約日 平成26年8月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
ヒューマンタッチ株式会社

テルウェル西日本株式会社 落札

テンプスタッフ株式会社西日本営業本部

合計金額は、①の単価×344時間と②の単価×96.75時間を合算したもの。

交野市長選挙の期日前投票所事務を行うにあたり派遣労働者
を活用するもの。
１．案内、受付（パソコン操作）、場内整理、投票用紙交付等の投
票事務
２．期間　９月１日（月）～９月６日（土）
３．就業時間　午前８時３０分～午後８時
（実働１０時間１５分、休憩１時間１５分）
４．就業場所　交野市役所本館１階ホール
５．現場責任者　選挙管理委員会事務局局長
６．指揮命令者　選挙管理委員会事務局次長
７．派遣労働者の数　平日７人（５日間）、土曜日８人

入札金額（消費税を除く）
辞退

①8時間まで　1000円／h
②8時間超　　1250円／h

合計金額　464,938円

辞退


