
（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%

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

荏原商事㈱　関東支社 1,870,000

㈱第一テクノ　関東支店 1,890,000

荏原実業㈱　関東支社

 
新明和アクアテクサービス㈱　北関東センター

1,780,000

1,880,000

予定価格（税抜） 1,900,000

調査基準価格(税抜)

契約金額（税込） 1,958,000

渡辺工業㈱ 5,450,000

1,900,000

㈱中村製作所　関東営業所 5,400,000

㈲エーアンドケイ

㈲加藤建興

5,300,000

5,400,000

市道３２５１号線道路改良工事

令和元年6月19日 契約金額（税込） 5,724,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 5,400,000

㈱三榮企業

㈱ザイエンス　北関東営業所

㈱サトミ産業

㈱アミューズ 5,320,000

5,650,000

㈱三英 辞退

入入入入　　　　札札札札　　　　のののの　　　　結結結結　　　　果果果果　　　　のののの　　　　公公公公　　　　表表表表

令和元年令和元年令和元年令和元年６６６６月入札執行分月入札執行分月入札執行分月入札執行分

駅西口公園遊具設置工事

令和元年6月19日 契約金額（税込） 5,745,600

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

5,660,000 予定価格（税抜） 5,660,000

4,587,166

調査基準価格(税抜)

5,470,000

5,520,000

5,540,000 予定価格（税抜） 5,540,000

4,558,125

調査基準価格(税抜)

若宮汚水中継ポンプ場汚水ポンプ交換工事

令和元年6月19日

5,350,000㈲中島土木開発

㈱島村建設 5,450,000
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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%

㈱第一建築設計事務所

㈱大和建築設計

6,600,000

6,800,000

㈲深谷建築設計工房

㈱千葉構造設計コンサルタント 14,980,000

14,800,000

㈱高岡建築設計事務所 6,850,000

東武建築企画㈱ 6,850,000

㈱村山設計 6,780,000

6,750,000

予定価格（税抜） 12,938,000

調査基準価格(税抜)

㈲深谷建築設計工房

12,938,000

契約金額（税込） 13,860,000

㈱村山設計 15,230,000

㈱細田設計

㈱丸田一級建築士設計事務所

15,780,000

15,100,000

地域福祉活動センター大規模改修工事設計業務委託

令和元年6月19日

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

川田谷生涯学習センター大規模改修工事設計業務委託

令和元年6月19日 契約金額（税込） 16,280,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱牛島建築設計事務所 15,000,000

15,588,000 予定価格（税抜） 15,588,000

調査基準価格(税抜)

㈱片渕設計事務所 13,130,000

㈱村山設計 12,600,000

㈱神田建築設計事務所

㈲深谷建築設計工房

13,600,000

12,750,000

㈱松下設計 13,400,000

桶川東放課後児童クラブ新築工事等設計業務委託

令和元年6月19日 契約金額（税込） 7,260,000

㈱宮下設計事務所 13,000,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

6,856,000 予定価格（税抜） 6,856,000

調査基準価格(税抜)
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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

㈱関東工社

共和コンサルタント㈱

4,880,000

5,100,000

㈲三協ビル管理 2,080,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

埼玉総合ビル管理㈱ 2,070,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

学校給食室洗浄業務委託

令和元年6月19日 契約金額（税込） 2,255,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

2,086,000㈱スリーアイ

適用税率10%

㈲ライフ・サポート 2,050,000

 
㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店

2,680,000

2,700,000

2,700,000

2,580,000

㈱東亜測量設計

二和測量設計㈱　桶川支店

㈱ヤマト測建

調査基準価格(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

4,920,000

㈱シーエスエンジニアズ 4,700,000

5,000,000トーカイテック㈱

㈱光エンジニアリング 4,850,000

市道６２６０号線設計業務委託

令和元年6月19日 契約金額（税込） 2,786,400

2,763,000 予定価格（税抜） 2,763,000

5,300,000 予定価格（税抜） 5,300,000

調査基準価格(税抜)

管渠実施設計委託（３１－２）

令和元年6月19日 契約金額（税込） 5,170,000
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事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

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8%

19,110,309

18,760,309

18,950,304

㈱秀飯舎 11,552,750

12,360,975㈱情報化ビジネス

望月印刷㈱ 9,570,000

㈱アサヒコミュニケーションズ 11,981,750

㈱エコー宣伝印刷 11,123,200

㈱櫻井印刷所 9,919,250

関東図書㈱ 11,907,500

調査基準価格(税抜)

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ｉ）購入

令和元年6月19日 契約金額（税込） 19,920,330

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

広報おけがわ印刷製本（単価契約）

令和元年6月19日 契約金額（税込） 10,335,600

小池㈱

埼玉消防機械㈱

ジーエムいちはら工業㈱

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） ―

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

パーソナルコンピュータ借上げ（６０か月）桶川東小学校

令和元年6月19日 契約金額（税込）

― 予定価格（税抜） ―

不調

※入札金額には消費税等が非課税の諸費用を含みます。

㈱ナカムラ消防化学 19,310,309

18,510,304

19,010,309

18,110,304

日本機械工業㈱

㈱野口ポンプ製作所

㈱モリタ

4 / 5 ページ



（単位は円）
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令和元年令和元年令和元年令和元年６６６６月入札執行分月入札執行分月入札執行分月入札執行分

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%

㈱中西製作所 4,352,000

新日本厨機㈱ 4,448,000

㈱フクシ・エンタープライズ 7,210,000

松勘工業㈱ 7,300,000

㈱ノア 7,994,800

令和元年度学校給食用食器購入

令和元年6月19日 契約金額（税込） 4,700,160

― 予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱島興 4,627,200

調査基準価格(税抜)

日本調理機㈱ 4,460,800

㈱ケント・コーポレーション 7,350,000

㈱トレジャーボックス 辞退

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)

移動式バスケットゴール購入

令和元年6月19日 契約金額（税込） 7,786,800
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