
（単位は円）

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

㈲エーアンドケイ

㈱玉企興産

1,600,000

1,620,000

道路清掃委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 2,860,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 2,620,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

石川川除草委託

令和元年5月22日

㈲中島土木開発 1,520,000

東部都市下水路草刈等委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 1,425,600

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 1,340,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

入　札　の 結 果 の 公 表

令和元年５月入札執行分

下日出谷中央公園内倉庫解体工事

令和元年5月22日 契約金額（税込） 2,160,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱友伸工業 2,000,000

2,254,000 予定価格（税抜） 2,254,000

調査基準価格(税抜)

浅見工業㈱ 2,200,000

辞退

2,250,000

㈱キハラ

㈱タナベ建設

契約金額（税込） 1,672,000

タカマツ㈱ 2,670,000

2,650,000三栄管理興業㈱ 北本支店

彩美環境システム㈱ さいたま支店 2,600,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 1,550,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈲加藤建興 1,320,000

1,350,000㈱玉企興産

㈲中島土木開発 1,400,000
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

令和元年５月入札執行分

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

2,250,000(不落随契)

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

江川除草委託（その１）

令和元年5月22日 契約金額（税込） 3,520,000

㈱環境メディカル 2,600,000 2,450,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 2,850,000 2,580,000

㈱玉企興産 2,700,000 2,550,000

㈲加藤建興 2,800,000 2,550,000

高野戸川除草委託

令和元年5月22日

予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

―

契約金額（税込） 2,695,000

㈲エーアンドケイ 3,380,000

㈱環境メディカル 3,200,000

― 予定価格（税抜） ―

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

渡辺工業㈱ 3,450,000

市有地等除草委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 2,475,000

3,300,000㈲中島土木開発

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 2,900,000 2,670,000

㈱そうます 2,800,000 2,600,000

2,680,0002,930,000㈱玉企興産

㈲中島土木開発 2,880,000 2,780,000

市役所分庁舎樹木剪定等委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 1,078,000

㈲エーアンドケイ 1,100,000

980,000

1,200,000

1,000,000

㈱ガーデンプランナー

㈱玉企興産

㈲中島土木開発

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

令和元年５月入札執行分

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

2,800,000(不落随契)

適用税率10%

㈱島村建設 4,730,000 4,350,000

4,000,000

4,300,000

4,480,000

4,500,000

4,700,000

4,600,000

㈱そうます

㈱玉企興産

㈲中島土木開発

適用税率10%

サイクリングロード等除草委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 2,618,000

㈱中村植産造園 2,500,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱環境メディカル 2,380,000

㈱中村植産造園 2,500,000

㈱そうます 2,550,000

2,680,000㈱ガーデンプランナー

調整池除草等委託（その２）

令和元年5月22日 契約金額（税込） 3,080,000

㈱玉企興産 2,420,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲加藤建興 2,600,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 2,750,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

調整池除草等委託（その１）

令和元年5月22日 契約金額（税込） 2,750,000
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

令和元年５月入札執行分

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

8,300,000 予定価格（税抜） 8,300,000

調査基準価格(税抜)

管渠実施設計委託（３１－１）

令和元年5月22日 契約金額（税込） 8,140,000

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 7,580,000

㈱関東工社 7,400,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

公共下水道台帳作成委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 2,030,400

― 予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 1,960,000

調査基準価格(税抜)

㈱ヤマト測建 1,880,000

㈱シーエスエンジニアズ 7,680,000

トーカイテック㈱ 8,000,000

㈱光エンジニアリング 7,550,000

共和コンサルタント㈱ 8,000,000

二和測量設計㈱ 桶川支店 1,950,000

㈱東亜測量設計 1,950,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

調査基準価格(税抜)

― 予定価格（税抜） ―

プレミアム付商品券発行・管理等業務委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 14,983,925

アデコ㈱ 辞退

㈱ＮＴＴ東日本－関信越 辞退

㈱近畿日本ツーリスト首都圏 辞退

㈱ＪＴＢ 13,621,750

辞退凸版印刷㈱

パーソルテンプスタッフ㈱ 辞退
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

令和元年５月入札執行分

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

後谷遺跡出土品保存修理委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 4,400,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱東京航業研究所 5,600,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱文化財ユニオン 辞退

㈱東都文化財保存研究所 4,000,000

2,752,000 予定価格（税抜） 2,752,000

調査基準価格(税抜)

㈱武蔵文化財研究所 5,350,000

川田谷小学校北校舎老朽化対策工事監理業務委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 2,860,000

桶川東小学校老朽化対策工事監理業務委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 5,885,000

5,601,000 予定価格（税抜） 5,601,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱村山設計 2,830,000

㈱片渕設計事務所 2,600,000

2,780,000

3,000,000

㈲桑子建築設計事務所

㈲深谷建築設計工房

㈱千葉構造設計コンサルタント 6,400,000 6,050,000

㈲深谷建築設計工房 6,150,000 5,350,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

6,290,000

7,600,000

6,070,000

6,050,000

㈱片渕設計事務所

㈱高岡建築設計事務所

適用税率10%

㈱宮下設計事務所 6,300,000 6,000,000

㈱村山設計 6,210,000 6,000,000
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

令和元年５月入札執行分

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

日出谷小学校老朽化対策工事設計業務委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 7,975,000

7,552,000 予定価格（税抜） 7,552,000

㈱牛島建築設計事務所 8,100,000

㈲深谷建築設計工房 7,500,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱片渕設計事務所

㈱高岡建築設計事務所

7,450,000

7,250,000

桶川西小学校北校舎老朽化対策工事監理業務委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 4,400,000

4,296,000 予定価格（税抜） 4,296,000

㈱宮下設計事務所 7,800,000

㈱村山設計 7,480,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

調査基準価格(税抜)

東武建築企画㈱ 4,560,000 4,260,000

㈲深谷建築設計工房 4,300,000 4,000,000

㈱村山設計 4,450,000 4,260,000

㈱ユニ・アート設計事務所 4,550,000 4,150,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

加納中学校老朽化対策工事設計業務委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 6,578,000

6,174,000 予定価格（税抜） 6,174,000

㈱丸田一級建築士設計事務所 5,980,000

㈱村山設計 6,200,000

㈱アルク設計事務所 6,040,000

㈱細田設計 6,480,000

東武建築企画㈱

㈲深谷建築設計工房

6,150,000

6,200,000
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

令和元年５月入札執行分

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

朝日小学校老朽化対策工事監理業務委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 4,378,000

4,016,000 予定価格（税抜） 4,016,000

㈲深谷建築設計工房 4,200,000

㈱細田設計 3,980,000

桶川中学校老朽化対策工事設計業務委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 7,645,000

7,207,000 予定価格（税抜） 7,207,000

㈱松下設計 5,000,000

㈱村山設計 4,350,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱千葉構造設計コンサルタント 6,950,000

㈱第一建築設計事務所

㈱松下設計 7,700,000

㈱村山設計 7,150,000

㈱神田建築設計事務所 7,100,000

㈲深谷建築設計工房 7,300,000

7,100,000

公益財団法人　埼玉県健康づくり事業団 8,720

医療法人財団健隆会　戸田中央総合健康管理センター 5,000

職員定期健康診断業務委託（単価契約）

令和元年5月22日 契約金額（税込） 1人当たり　4,968

― 予定価格（税抜） ―

医療法人　クレモナ会 8,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

医療法人　慈秀会 4,600
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

令和元年５月入札執行分

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

㈲岡村印刷

オフィス秀美

1,617,200

1,532,440

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

小・中学校給水施設設備点検及び貯水槽清掃業務委託

令和元年5月22日 契約金額（税込） 495,000

埼玉中央ビルメンテナンス協同組合 798,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

アテックス㈱ 515,000

㈱イーエスシー 1,279,795

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

ホワイト浚渫工事㈲ 450,000

会議録作成委託（単価契約）

令和元年5月22日 契約金額（税込） １時間当たり　18,468

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱会議録研究所 18,200

㈱会議録センター 17,100

㈱大和速記情報センター 19,300

委員会会議録作成委託（単価契約）

令和元年5月22日 契約金額（税込） １時間当たり　15,876

㈱ぎじろくセンター 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱会議録研究所 15,600

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱大和速記情報センター 15,500

おけがわ市議会だより印刷

令和元年5月22日 契約金額（税込） 1,655,035

㈱会議録センター 14,700

㈱ぎじろくセンター 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱アサヒコミュニケーションズ 1,879,800

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱会議録センター 1,900,000
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

令和元年５月入札執行分

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

平成３１年度プール用薬剤購入

令和元年5月22日 契約金額（税込） 2,433,780

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

印刷機インク購入（単価契約）

令和元年5月22日 契約金額（税込） 1本当たり　3,132

セキグチシステム販売㈱ 2,950

ウォータースタンド㈱ 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

アマノ㈱ 辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

デュプロ㈱ 2,900

印刷機マスター購入（単価契約）

令和元年5月22日 契約金額（税込） 1セット当たり　15,120

ウォータースタンド㈱ 辞退

セキグチシステム販売㈱ 14,600

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

アマノ㈱ 辞退

デュプロ㈱ 14,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲天沼ドラックストアー

城山産業㈱

直治薬品㈱

不二薬品産業㈱

2,253,500

2,873,000

2,743,000

2,581,000
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