
（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

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

㈱荒川工業 4,480,000

㈱吉野アプレイザル 1,940,000

1,990,000㈱ヤマト測建

坂田寿線第３工区　環境調査業務委託（その２）

令和元年11月21日

入　札　の　結　果　の　公　表

令和元年１１月入札執行分

公共下水道第３１－２３工区築造工事

令和元年11月21日 契約金額（税込） 4,840,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

4,500,000 予定価格（税抜） 4,500,000

調査基準価格(税抜)

契約金額（税込） 4,994,000

4,860,000 予定価格（税抜） 4,860,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱二和　桶川支店 4,650,000

㈱ヤマト測建 4,620,000

㈱清水建材工業 4,400,000

駅東口駅前広場建物等調査積算業務委託（Ｒ１－２）

令和元年11月21日 契約金額（税込） 2,134,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

2,064,000 予定価格（税抜） 2,064,000

調査基準価格(税抜)

㈲エーアンドケイ 4,450,000

4,420,000㈲加藤建興

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 4,540,000

4,750,000

㈱新日本エグザ 1,980,000

調査基準価格(税抜)

㈱協同測量社　関東支社

巧建業㈱　桶川支店

辞退

4,680,000

巧建業㈱　桶川支店 1,980,000

㈱東亜測量設計
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和元年１１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

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

辞退

㈱東亜測量設計 3,300,000

㈱二和　桶川支店 3,200,000

令和元年11月21日

㈱二和　桶川支店 3,200,000

予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

―

契約金額（税込） 3,410,000

㈱文化財ユニオン

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱ヤマト測建 3,220,000

第一合成㈱ 3,252,000

㈱トリアド工房 2,217,000

㈱東京航業研究所 2,994,000

坂田寿線第３工区　環境調査業務委託（その１）

令和元年11月21日 契約金額（税込） 3,520,000

第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱ヤマト測建

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 3,280,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱二和　桶川支店 3,300,000

3,150,000

桶川市道路台帳補正業務委託（エリア１）

令和元年11月21日 契約金額（税込） 3,322,000

3,020,000

㈱東亜測量設計

㈱東亜測量設計 3,100,000

桶川市道路台帳補正業務委託（エリア２）

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 3,150,000

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 3,180,000

業　者　名

予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱ヤマト測建 3,120,000

旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場展示製作業務委託

令和元年11月21日 契約金額（税込） 2,438,700

3,350,000 予定価格（税抜） 3,350,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（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１１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

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

ＮＴＴファイナンス㈱ 辞退

㈱ＪＥＣＣ 8,670,000

障害者総合支援システムハードウェア借上げ（６０か月）

令和元年11月21日 契約金額（税込） 9,537,000

― 予定価格（税抜） ―

日通商事㈱ 辞退

調査基準価格(税抜)

㈲鴻文堂書店 2,250,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

朝日教育㈱ 2,080,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

理科備品購入

令和元年11月21日 契約金額（税込） 2,288,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

2,200,000㈱高砂屋書店

㈱トレジャーボックス 辞退

朝日教育㈱ 8,650,000

辞退

8,300,000

細田農機㈱

㈱ムトーセーフ

㈱アライ 8,507,000

㈱高砂屋書店 7,860,000

調査基準価格(税抜)

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㈱ 8,688,000

日立キャピタル㈱ 辞退

12,525,000㈱ピーシーテレコム

㈱両備システムズ 8,743,200

旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場施設備品購入

令和元年11月21日 契約金額（税込） 8,646,000

― 予定価格（税抜） ―
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和元年１１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

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

調査基準価格(税抜)

庁用車購入

令和元年11月21日 契約金額（税込） 1,024,200

㈱中松商会 2,775,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

令和元年度学校給食用消毒保管機購入

令和元年11月21日 契約金額（税込） 959,200

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）

㈱大塚商会 2,345,000

日興通信㈱ 2,100,000

㈱ジーシーシー 2,240,000

人事給与システム用サーバー等購入

令和元年11月21日 契約金額（税込） 2,310,000

― 予定価格（税抜） ―

上尾三菱自動車販売㈱ 1,300,874

1,030,760

1,020,500

930,544

㈱関東マツダ

埼玉日産自動車㈱

㈱スズキ自販埼玉

※入札金額には消費税等が非課税の諸費用を含みます。

旭㈱

昭和技研㈱

㈲豊栄厨房

㈱リッショー

辞退

920,000

872,000

940,000
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