
入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 交野市立小学校遊具改修工事

2. 工事場所 交野市私部１－５４－１他9校

3. 工　　　期 平成24年8月1日～平成24年9月29日

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年7月27日

6. 入札方法 公募型指名競争入札

7. 予定価格 ￥　12,946,500円

8.最低制限価格 ￥　10,480,000円

9.契約の相手方 株式会社雨田組

交野市星田北６－２－１２

10.契約金額 ￥11,004,000円

11.契約日 平成24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
河本技建工業(株)交野営業所 10,480,000 円
河本興業(株)交野営業所 11,780,000 円
株式会社山満造園 10,480,000 円
株式会社雨田組 10,480,000 円 落札（くじ）
株式会社前田造園交野支店 辞退
豊成建設工業株式会社交野営業所 12,100,000 円
株式会社平田設備工産 11,449,000 円
株式会社森長工業交野支店 11,800,000 円
安積建設株式会社交野営業所 12,000,000 円
株式会社西工務店 10,480,000 円
株式会社西村工業交野営業所 辞退

各種遊具改修工事
はん登棒（２０人用）　　５校
ジャングルジム　　　　　４校
鉄棒（１０連＋６連）　　４校
鉄棒（１０連＋１０連）　１校
うんてい　　　　　　　　６校



入　札　･　契　約　結　果

1. 工事名称 星田６０号線舗装補修工事

2. 工事場所 交野市星田６丁目地内

3. 工　　　期 平成24年8月1日～平成24年9月29日まで

4. 概　　　要

5. 入札日 平成24年7月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥７，９９０，５００円　(消費税を含む）

8.最低制限価格 ￥５，４４０，０００円

9.契約の相手方 上田建築工務店

10.契約金額 ￥５，７１２，０００円　(消費税を含む）

11.契約日 平成24年8月1日

12.参加業者等

参　加　業　者　名 適　　用
森本水道工業株式会社 5,440,000 円
株式会社平田設備工産 5,440,000 円
株式会社上田建築工務店 5,440,000 円 落札（くじ）
有限会社山崎設備 5,440,000 円
河内舗装株式会社 5,440,000 円
有限会社古谷建設 5,440,000 円

土　工　　１式
撤去工　　１式
擁壁工　　Ｌ＝８４．６ｍ
舗装工　　Ａ＝５２９．５㎡
施工延長　Ｌ＝２１６．６ｍ
施工面積　Ａ＝５２９．５㎡

入札金額（消費税を除く）



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 小・中学校備品購入（電化製品/映像・音響）

2. 納入場所 交野市私部１－５４－１（交野小学校）他12校

3.納　　　期 平成２４年８月３１日まで

4. 概　　　要　　　  

5. 入札日 平成24年7月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥１，３１２，５００ 円（消費税を含む）

8.契約の相手方

四条畷市塚脇町６－１４

9.契約金額 ￥１，１２８，７５０ 円（消費税を含む）

10.契約日 平成24年8月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
久保田電音 1,104,540 円
上新電機株式会社枚方店 辞退 円
有限会社高辻文具 1,075,000 円 落札
有限会社ティエムアイ 辞退 円
有限会社中島教材 辞退 円
株式会社かたの書房 辞退 円
交野マキノ電業 1,329,000 円
株式会社みまさか電気工業 1,453,000 円

各小中学校から要望のあった電化製品及び映
像・音響機器計４６台を購入する。

有限会社高辻文具



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 小・中学校備品購入（家具類）

2. 納入場所 交野市私部１－５４－１（交野小学校）他９校

3.納　　　期 平成24年8月31日

4. 概　　　要　　　  

5. 入札日 平成24年7月27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

高槻市日向町６－２４

9.契約金額 ￥４９０，６７５円（消費税を含む）

10.契約日 平成24年8月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
株式会社加地 547,000 円
株式会社日興商会高槻支店 467,310 円 落札
有限会社高辻文具 673,000 円
有限会社ティエムアイ 846,000 円
有限会社中島教材 辞退
株式会社かたの書房 辞退
日本住宅設備株式会社 辞退
株式会社アートセンターハヤカワ 493,000 円

各小中学校から要望のあった事務用品計６２台
を購入する。

株式会社日興商会高槻支店



入　札　･　契　約　結　果

1. 事業名称 小・中学校備品購入（電化製品）

2. 納入場所 交野市私部１－５４－１（交野小学校）他11校

3.納　　　期 平成２４年８月３１日まで

4. 概　　　要　　　  

5. 入札日 平成24年7月27日

6. 入札方法 指名競争入札

7. 予定価格 ￥８０８，５００ 円（消費税を含む）

8.契約の相手方

四条畷市塚脇町６－１４

9.契約金額 ￥６６１，５００円（消費税を含む）

10.契約日 平成24年8月1日

11.参加業者等

参　加　業　者　名 入札金額（消費税を除く） 適　　用
久保田電音 辞退
株式会社寝屋川教材社 辞退
有限会社高辻文具 630,000 円 落札
有限会社ティエムアイ 辞退
有限会社中島教材 辞退
株式会社かたの書房 辞退
交野マキノ電業 819,000 円
株式会社みまさか電気工業 920,000 円
日本住宅設備株式会社 辞退

各小中学校から要望のあった電化製品のうち、
映像・音響機器類を除いたもの計４６台を購入
する。

有限会社高辻文具


