
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 私部西線他舗装補修工事

2. 工事場所 交野市私部西2丁目地内

3. 工　　　期 平成26年12月25日から平成27年3月24日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年12月19日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１３，７２６，８００円（消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥１０，２８０，０００円（消費税を含まない）

9.契約の相手方 安積建設株式会社交野営業所

10.契約金額 ￥１１，１０２，４００円（消費税を含む）

11.契約日 平成26年12月24日

12.参加業者等

入札に参加しようとした者の名称 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
三黄建設株式会社 交野市星田西3‐16‐3 10,280,000 円
株式会社前田造園交野支店 交野市私部5‐2‐33 10,280,000 円
株式会社戸田設備工業所交野支店 交野市私部西5‐15‐12 10,280,000 円
豊成建設工業株式会社交野営業所 交野市向井田1‐26‐9 10,280,000 円
交南設備株式会社交野営業所 交野市倉治4‐47‐7 10,280,000 円
株式会社正栄土木交野支店 交野市青山2‐3‐1 10,280,000 円
水谷工業株式会社 交野市星田北6‐2‐14 10,280,000 円
株式会社上田建築工務店 交野市郡津5‐47‐12 10,280,000 円
有限会社和紀総合 交野市郡津1‐55‐13 10,280,000 円
山本工業株式会社交野支店 交野市星田北6‐37‐6 10,280,000 円
株式会社西工務店 交野市私部5‐23‐15 参加資格なし※
株式会社雨田組 交野市星田北6‐2‐12 10,280,000 円
安積建設株式会社交野営業所 交野市星田西4‐11‐4 10,280,000 円 落札（くじ）
河本興業株式会社交野営業所 交野市私部西2‐13‐18 10,280,000 円

撤去工　Ａ＝１，９０３．６㎡
舗装工　Ａ＝１，９０３．６㎡
区画線工　Ｌ＝４９７．９ｍ
付帯工　Ｎ＝一式

施工延長　Ｌ＝２７０ｍ　施工面積　Ａ＝１，９０３㎡

※参加資格要件のうち、今年度の落札回数制限に該当したため。



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成27年度集団健（検）診業務委託

2. 事業場所
交野市天野が原町5－5－1
交野市立保健福祉総合センター(ゆうゆうセン
ター）

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年12月19日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥３７，０４４，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 一般財団法人大阪府結核予防会

9.契約金額 ￥３６，７９６，４６４円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年12月24日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
一般財団法人大阪府結核予防会 大阪市中央区道修町4‐6‐5 34,070,800 円 落札

■健（検）診種別
　医療保険課分　特定健康診査
　健康増進課分　基本健康診査（ぴちぴち健診）
　　　　　　　　肝炎ウイルス検診
　　　　　　　　胃がん検診
　　　　　　　　胃がんリスク検診
　　　　　　　　大腸がん検診
　　　　　　　　前立腺がん検診
　　　　　　　　乳がん検診
　　　　　　　　子宮頸がん検診
　　　　　　　　肺がん検診
　　　　　　　　結核検診
　　　　　　　　※健（検）診にかかる受付業務等も含む。



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 保健福祉総合センターボイラー撤去等工事

2. 工事場所 天野が原町５－５－１

3. 工　　　期 平成26年12月24日から平成27年3月31日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年12月19日

6. 入札方法 指名競争入札

9. 予定価格 ￥３，２４０，０００円（消費税を含む）

10.最低制限価格 ￥２，５５０，０００円（消費税を含まない）　

11.契約の相手方 水谷工業株式会社

12.契約金額 ￥２，７５４，０００円（消費税を含む）

13.契約日 平成26年12月24日

14.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社上田建築工務店 交野市郡津5‐47‐12 2,550,000 円
株式会社西工務店 交野市私部5‐23‐15 2,550,000 円
水谷工業株式会社 交野市星田北6‐2‐14 2,550,000 円 落札（くじ）
株式会社吉信工務店 交野市郡津1‐55‐14 3,000,000 円
株式会社山建 交野市星田6‐2517‐6 辞退
北口建設工業株式会社交野営業所 交野市私部7‐12‐47 2,550,000 円

共通仮設工事　一式
解体撤去工事　一式
　浴槽濾過装置撤去処分　１基
　貯湯槽撤去処分　　　　２基（８０００L）
　給湯ボイラー撤去処分　２基
　密閉始期膨張タンク撤去処分　１基
　配管カット撤去処分　　一式
ローパーテーション工事　一式
アングル棚設置工事
消火設備工事　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市郡津4丁目地内不明水調査業務

2. 事業場所 交野市郡津4丁目地内

3. 期　　　間 平成26年12月24日から平成27年3月20日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年12月19日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，２４２，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社エコ・テクノ枚方支店

9.契約金額 ￥１，１８８，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年12月24日

11.参加業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社エコ・テクノ枚方支店 枚方市北山1‐54‐55 1,100,000 円 落札
一般財団法人大阪府管更生技術機
構

枚方市牧野本町1‐1‐59 1,230,000 円

管清工業株式会社大阪支店 大阪市城東区成育1‐6‐26 1,180,000 円
北大阪環境株式会社 寝屋川市美井元町10‐25 1,160,000
株式会社交野興業交野支店 交野市星田7‐2076‐1 1,170,000 円

広角ＴＶカメラ調査工　４１１．３ｍ
管渠内洗浄工　４１１．３ｍ
土砂処分工（運搬及びし渣処分を含む）　一式
報告書作成工　一式
委託延長　４１１．３ｍ



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 平成26年度災害対策分散備蓄物品購入

2. 事業場所 交野市郡津1-43-1（長宝寺小学校）他3校

3. 納期限 平成27年3月13日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年12月19日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，６８７，２００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 ミドリ安全株式会社高槻支店

9.契約金額 ￥３，２５９，４４０円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年12月24日

11.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
有限会社コバシ産業 交野市星田北5‐6‐12 3,628,064 円
ミドリ安全株式会社高槻支店 高槻市庄所町2‐29 3,018,000 円 落札
株式会社たまゆら 枚方市南中振３‐５‐１ 4,401,400 円
興和防災株式会社 寝屋川市黒原新町2‐8 辞退
株式会社ピーシー販売 摂津市鳥飼銘木町15‐21 辞退
株式会社ミヨシ 大阪市浪速区桜川4-10-27 辞退
株式会社河本総合防災大阪
支店

大阪市中央区南新町1‐2‐4 4,380,000 円

煮炊き不要非常食品　　１，６００食
煮炊き不要非常食品（高齢者用食）　２００食
災害用保存水　１，５３６本
災害用備蓄用毛布　　４６０枚
災害備蓄用敷きパット　４６０枚
食器セット　１，６００セット　　など



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市立あまだのみや幼児園カーテン購入

2. 事業場所 交野市私市１丁目２９番１号

3. 納期限 平成27年3月10日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年12月19日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥４，６８７，２００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 ￥２，１９８，９８８円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年12月24日

11.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
日本住宅設備株式会社 四條畷市岡山東2‐4‐1 2,036,100 円 落札
飯田寝装店 交野市星田5‐17‐16 2,261,980 円
株式会社京宝ベビー 枚方市長尾家具町1‐5‐25 辞退
京阪ビルテクノサービス株式
会社

枚方市西禁野1‐3‐35 3,300,000 円

ロイヤルホームセンター株式
会社枚方

枚方市春日西町2‐2‐1 欠席

株式会社日興商会高槻支店 高槻市日向町6‐24 2,650,000 円
株式会社加地 交野市倉治５‐１‐３８ 2,312,300 円

カーテン取替
　暗幕カーテン　５３枚
　日除カーテン　６枚
ステージ舞台幕取替
　舞台幕　５枚
　暗幕カーテン　２枚
カーテンレール取替
　アルミレール　１４９．０ｍ
遮熱フィルム貼り　一式



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 電話交換機及び多機能電話機の購入

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27年2月28日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年12月19日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥２，７００，０００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 株式会社富士通マーケティング関西営業本部公共・金融統括営業部

9.契約金額 ￥２，０５２，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年12月24日

11.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
富士通株式会社関西支社 大阪市中央区城見2‐2‐6 辞退
株式会社富士通マーケティン
グ関西営業本部公共・金融統
括営業部

大阪市北区梅田3‐3‐10 1,900,000 円 落札

西日本電信電話株式会社大
阪支店

大阪市中央区博労町2‐5‐15 2,330,000 円

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
関西支社

大阪市中央区城見1‐4‐24 欠席

沖ウィンテック株式会社関西
支店

大阪市中央区本町3‐4‐8 辞退

株式会社スイタ情報システム 東京都港区浜松町2‐6‐2 欠席

電話交換機本体装置　一式
多機能電話機　４３台



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 階段昇降機の購入

2. 事業場所 交野市天野が原町５丁目６５−１  （交野市立第四中学校）

3. 納期限 平成27年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年12月19日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，３８２，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 グリーンホスピタルサプライ株式会社

9.契約金額 ￥１，２９６，０００円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年12月24日

11.指名業者等

指名業者名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
グリーンホスピタルサプライ株
式会社

吹田市春日3‐20‐8 1,200,000 円 落札

アビリティーズ・ケアネット株式
会社大阪支店

大東市新田北町5‐45 1,362,600 円

アルフレッサ株式会社交野支
店

交野市私部1‐7‐3 欠席

株式会社上北商会 守口市金田町4‐5‐26 辞退
株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2‐9 辞退
川村義肢株式会社 大阪市北区天神橋1‐18‐18 辞退

機器仕様
① 車いす及び電動車いすごと乗降が可能であること
② 荷重が最大２００ｋｇまで可能であること
③ 階段昇降時、介助者が移動のためのスイッチから手を離した際には、安全
上、自動停止できること
④ 非常時に緊急停止ができること
⑤ 階段昇降時に、乗降者が水平に近い状態を保てること
⑥ 階段昇降機を自由に移動させることができるように、バッテリー式で電源を確
保できること
⑦ ２００ｃｍ×１６０ｃｍのスペース（踊り場）で回転動作が可能であること
⑧ 階段昇降機自体に、スロープ等がついており、乗降がスムーズに行えること
⑨ 階段昇降時に振動が少ないこと



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 交野市役所本館電話交換設備等賃貸借

2. 事業場所 交野市私部1－1－1

3. 期　　　間 平成27年4月1日から平成34年3月31日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成26年12月19日

6. 入札方法 制限付一般競争入札

7. 予定価格 ￥１２，１８２，４００円（消費税を含む）

8.契約の相手方 日立キャピタル株式会社

9.契約金額 ￥５，６９７，２１６円（消費税を含む）

10.契約日 平成26年12月24日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 住所 入札金額（消費税を除く） 適　　用
ＮＴＴファイナンス株式会社関西支店 大阪市中央区平野町2‐3‐7 5,569,200 円
日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋1-3-1 5,275,200 円 落札
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会
社関西支店

大阪市中央区城見1‐4‐24 8,979,600 円

富士通リース株式会社関西支店 大阪市中央区城見2-2-53 辞退
東京センチュリーリース株式会社大阪
営業第一部

大阪市中央区本町3‐5‐7 辞退

株式会社ＪＥＣＣ 千代田区丸の内3‐4‐1 8,643,600 円
ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 東京都品川区大崎3‐6‐6 欠席
三井住友トラスト・パナソニックファイ
ナンス株式会社

東京都港区芝浦1‐2‐3 5,278,800 円

ＪＡ三井リース株式会社 大阪市北区中之島2‐3‐33 辞退
リコーリース株式会社関西支社 大阪市北区堂島浜2‐2‐28 辞退

（１）外線　　　　　　　ＮＴＴひかりネットＰＲＩ回線　１回線
　　　　　 　　　　　　　アナログ回線　２回線
（２）専用回線　　　　ＯＤ回線　８回線　ＬＤ回線　４回線
　　 　　　　　　　　　　市内専用線　８回線
（３）内線　　　　　　　デジタル多機能電話機　４台
　　　　　　　 　　　　　アナログ単体電話機（既設利用）２１１台
（４）周辺機器条件　中継台　２式　保守用コンソール　一式
　　　　　　　　　　　　 遠隔監視、アラーム発報装置　一式


