
（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%

服部地質調査㈱ 3,150,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱協和地質コンサルタント　さいたま市事務所 3,240,000

光洋土質調査㈱　桶川支店 3,100,000

㈱ヤマト測建 2,560,000

2,650,000㈱二和　桶川支店

㈱東亜測量設計 2,650,000

地質調査委託（３１－１）

令和元年8月29日 契約金額（税込） 3,410,000

3,190,000 予定価格（税抜） 3,190,000

昭和試錐㈱ 3,250,000

入　札　の　結　果　の　公　表

令和元年８月入札執行分

舗装復旧工事（３１－１）

令和元年8月29日 契約金額（税込） 9,680,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

9,000,000 予定価格（税抜） 9,000,000

7,522,500 調査基準価格(税抜)

㈱荒川工業 9,000,000

渡辺工業㈱ 8,850,000

市道３４９９号線（西側大通り線）第２工区　環境調査業務委託

令和元年8月29日 契約金額（税込） 2,816,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

2,790,000 予定価格（税抜） 2,790,000

調査基準価格(税抜)

㈲エーアンドケイ

㈲加藤建興

8,970,000

9,100,000

8,900,000

8,800,000

㈱島村建設

㈲中島土木開発

調査基準価格(税抜)

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 2,640,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和元年８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%

㈱東都文化財保存研究所 2,700,000

辞退

予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱文化財ユニオン

―

契約金額（税込） 動機付け支援単価　1人当たり　16,200

㈱現代けんこう出版 辞退

令和元年度桶川市特定保健指導業務委託（単価契約）

7,000,000

新日本設計㈱　関東事務所

セントラルコンサルタント㈱　北関東営業所

6,400,000

7,500,000

樋詰橋補修設計業務委託

令和元年8月29日 契約金額（税込） 6,820,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

令和元年8月29日

医療法人 クレモナ会 15,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱橋梁コンサルタント　さいたま事務所 6,200,000

㈱武蔵文化財研究所 3,150,000

いであ㈱　北関東営業所 7,800,000

6,300,000 予定価格（税抜） 6,300,000

調査基準価格(税抜)

大日本コンサルタント㈱　関東支社

若宮Ⅰ遺跡出土土器強化処理等委託

令和元年8月29日 契約金額（税込） 2,970,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱東京航業研究所 3,180,000

㈱ベネフィット・ワン 17,500

㈱パーソンアンドパーソンスタッフ 15,500

開発虎ノ門コンサルタント㈱　埼玉事務所 6,500,000

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８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%

ＪＡ三井リース㈱ 辞退

東京センチュリー㈱ 辞退

日通商事㈱ 23,208,000

ＮＴＴファイナンス㈱ 辞退

㈱大塚商会 辞退

キヤノンシステムアンドサポート㈱ 辞退

ＪＡ三井リース㈱ 辞退

東京センチュリー㈱ 辞退

日通商事㈱ 136,950,000

㈱大塚商会 辞退

キヤノンシステムアンドサポート㈱ 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱ 28,584,000

富士ゼロックス埼玉㈱ 辞退

23,421,000富士通リース㈱

リコーリース㈱ 23,178,000

調査基準価格(税抜)

リコーリース㈱ 辞退

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8月29日 契約金額（税込） 25,495,800

― 予定価格（税抜） ―

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱ 136,818,000

日本情報システム㈱

富士通リース㈱

辞退

138,489,000

ＮＴＴファイナンス㈱ 辞退

住民情報システムハードウェア借上げ（６０か月）

令和元年8月29日 契約金額（税込） 150,499,800

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)
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和元年８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%

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱ 14,082,000

14,184,000

辞退

富士通リース㈱

リコーリース㈱

ＮＴＴファイナンス㈱ 辞退

㈱大塚商会 辞退

キヤノンシステムアンドサポート㈱ 辞退

ＪＡ三井リース㈱ 辞退

調査基準価格(税抜)

住民基本台帳ネットワークシステム借上げ（６０か月）

令和元年8月29日 契約金額（税込） 15,490,200

― 予定価格（税抜） ―
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