
（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

青木清掃㈱ 5,900,000

㈲加藤建興 5,730,000

㈲加藤建興

青木清掃㈱ 6,000,000

5,900,000

㈱荒川工業

㈲エーアンドケイ

5,800,000

㈱荒川工業

㈲エーアンドケイ

9,250,000

9,200,000

9,500,000

8,900,000

㈲加藤建興

㈱清水建材工業

㈲中島土木開発 9,450,000

市道６３７０号線舗装修繕工事

令和元年12月27日 契約金額（税込） 6,303,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

5,836,000 予定価格（税抜） 5,836,000

4,896,000 調査基準価格(税抜)

入　札　の　結　果　の　公　表

令和元年１２月入札執行分

市道６２３２号線外２路線舗装修繕工事

令和元年12月27日 契約金額（税込） 9,625,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

9,070,000 予定価格（税抜） 9,070,000

7,501,250 調査基準価格(税抜)

青木清掃㈱ 8,750,000

㈲中島土木開発 5,830,000

5,750,000㈱清水建材工業

赤堀川遊歩道整備工事

令和元年12月27日

㈱清水建材工業 5,600,000

㈲中島土木開発 5,880,000

5,850,000

㈱荒川工業

㈲エーアンドケイ

5,900,000

5,700,000

4,802,500 調査基準価格(税抜)

契約金額（税込） 6,160,000

5,790,000 予定価格（税抜） 5,790,000

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１２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

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

5,770,000 予定価格（税抜） 5,770,000

4,646,666 調査基準価格(税抜)

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)

埼北産業㈱ 3,150,000

桶川市道路台帳調書等作成業務委託

令和元年12月27日 契約金額（税込） 1,540,000

埼玉ライナー㈱ 3,180,000

4,420,000

公共下水道第３１－２４工区築造工事

令和元年12月27日 契約金額（税込） 4,785,000

㈱荒川工業 5,500,000

㈱島村建設 5,700,000

㈲中島土木開発 5,800,000

渡辺工業㈱ 5,400,000

㈲エーアンドケイ

㈲加藤建興

5,500,000

6,000,000

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 1,600,000

昭和㈱　埼玉支社

㈱二和　桶川支店

1,400,000

1,520,000

市道１５９０号線道路改良工事

令和元年12月27日 契約金額（税込） 5,940,000

旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場案内板設置工事

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 4,350,000

4,500,000 予定価格（税抜） 4,500,000

調査基準価格(税抜)

㈲加藤建興 4,450,000

㈱荒川工業

調査基準価格(税抜)

3,278,000

契約金額（税込） 3,421,000

交通産業㈱ 3,130,000

㈱ウエスト工業 3,110,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱ヤマト測建 1,550,000

令和元年12月27日

㈲エーアンドケイ 4,370,000

予定価格（税抜） 3,278,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和元年１２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

㈱ジーシーシー

ドラゴン㈱

㈱ピーシーテレコム

6,390,000

辞退

辞退

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 1,480,000

1,500,000㈱二和　桶川支店

㈱ヤマト測建 1,450,000

朝日小学校樹木伐採等業務委託

令和元年12月27日 契約金額（税込） 979,000

― 予定価格（税抜） ―

㈱環境メディカル 1,000,000 890,000

930,0001,100,000㈱玉企興産

㈱ガーデンプランナー 1,200,000 980,000

㈱そうます 1,080,000 950,000

富士ゼロックス埼玉㈱ 辞退

辞退五幸事務機㈱

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㈱ 5,427,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

内部情報系ノートパソコン４５台借上げ（６０か月）

令和元年12月27日 契約金額（税込） 5,969,700

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱東亜測量設計 1,500,000

1,595,000

1,564,000 予定価格（税抜） 1,564,000

調査基準価格(税抜)

坂田寿線第３工区境界点再現測量業務委託

令和元年12月27日 契約金額（税込）

3 / 3 ページ


