
（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

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

㈱環境メディカル

㈱玉企興産

3,360,000

3,490,000

調整池除草等委託（その１）

令和2年4月21日 契約金額（税込） 3,245,000

2,700,000㈱環境メディカル

㈱清水建材工業 2,900,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 3,200,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

入　札　の　結　果　の　公　表

令和２年４月入札執行分

江川除草委託（その１）

令和2年4月21日 契約金額（税込） 3,696,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲加藤建興 3,620,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈲エーアンドケイ 3,500,000

㈱中村植産造園 3,200,000

3,450,000㈱玉企興産

㈱ガーデンプランナー 3,300,000

㈲中島土木開発 3,000,000

㈲加藤建興

㈱そうます

3,100,000

2,950,000

高野戸川除草委託

令和2年4月21日 契約金額（税込） 2,970,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 2,920,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈲加藤建興 2,840,000

渡辺工業㈱ 3,600,000

調整池除草等委託（その２）

令和2年4月21日 契約金額（税込） 3,520,000

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)
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和２年４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）

旭ビル管理㈱ 10,100,000

9,850,000

9,780,000

9,750,000

㈱スリーアイ

タカラビルメン㈱

㈲ライフ・サポート

㈱エヌテックサービス

㈱昭和綜合サービス

9,940,000

9,690,000

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㈱ 24,000

㈲エムアンドエム 15,000

47,000㈲協栄消毒

㈲ライフ・サポート 25,000

地域福祉活動センター総合管理業務委託

令和2年4月21日 契約金額（税込） 10,659,000

㈲下水管理興業

三栄管理興業㈱

3,000,000

3,250,000

タカマツ㈱ 3,200,000

― 予定価格（税抜） ―

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

アライグマ防除実施業務委託（単価契約）

令和2年4月21日 契約金額（税込） 1頭あたり　16,500円

第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

青木清掃㈱ 3,100,000

業　者　名

予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

―

契約金額（税込） 1,870,000令和2年4月21日

㈲エーアンドケイ 1,750,000

石川川除草委託

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 1,800,000

㈲中島土木開発 1,700,000

小・中学校公共下水道点検及び清掃業務委託

令和2年4月21日 契約金額（税込） 3,300,000

㈱島村建設 1,720,000

2 / 9 ページ



（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和２年４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

極東ビル管理㈱ 2,300,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱エヌテックサービス 2,133,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

環境センター清掃業務委託

2,450,000㈱スリーアイ

汚水中継ポンプ場等維持管理委託

令和2年4月21日 契約金額（税込） 201,960,000

㈱スリーアイ 1,498,000

㈱西原環境　北関東営業所

235,000,000

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）

㈱エヌテックサービス 1,450,000

㈲ライフ・サポート 1,400,000

桶川公民館・加納公民館清掃業務委託

令和2年4月21日 契約金額（税込） 1,540,000

㈱ソシアルサービス 2,380,000

― 予定価格（税抜） ―

令和2年4月21日 契約金額（税込） 2,346,300

㈱昭和綜合サービス 1,510,000

㈱ウォーターエージェンシー　埼玉営業所 220,000,000

荏原商事㈱　関東支社 210,000,000

㈱トーニチ 183,600,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

日建総業㈱　埼玉支店

日本環境クリアー㈱

武蔵野環境整備㈱

荏原実業㈱　関東支社

㈱第一テクノ　関東支店

198,500,000

201,600,000

190,000,000

188,400,000

187,000,000

昱㈱　北関東支店 206,000,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和２年４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)

セントラルコンサルタント㈱　北関東営業所

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

34,464,000 予定価格（税抜） 34,464,000

桶川駅東口駅前広場詳細設計業務委託

令和2年4月21日 契約金額（税込） 26,125,000

㈱エイト日本技術開発　北関東支店 23,750,000

31,000,000

㈱関東工社

㈱コーセツコンサルタント　関東支店

5,500,000

5,800,000

㈱光エンジニアリング 5,600,000

㈱シーエスエンジニアズ 5,680,000

トーカイテック㈱ 5,780,000

東日本総合計画㈱　関東支店 29,150,000

市道１１－１号線建物等調査積算業務委託（R2-1）

令和2年4月21日 契約金額（税込） 9,438,000

㈱八州　北関東支社 24,800,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

9,282,000 予定価格（税抜） 9,282,000

調査基準価格(税抜)

8,800,000

9,000,000

6,200,000 予定価格（税抜） 6,200,000

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 5,680,000

調査基準価格(税抜)

管渠実施設計委託（2-1）

令和2年4月21日 契約金額（税込） 6,050,000

㈱新日本エグザ 8,660,000

巧建業㈱　桶川支店 8,580,000

㈱吉野アプレイザル 8,750,000

㈱礎積算 8,800,000

㈱オーガニック国土計画

㈱塩崎テクノブレイン

㈱オリエンタルコンサルタンツ　埼玉事務所

昭和㈱　埼玉支社

32,000,000

29,800,000

㈱日本水工コンサルタント　桶川営業所 31,000,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和２年４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

東邦化研㈱ 2,630,000

内藤環境管理㈱ 2,770,400

㈱環境工学研究所 2,700,000

㈱環境総合研究所 2,530,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

令和2年4月21日 契約金額（税込） 2,783,000

― 予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

脇防災㈱ 3,300,000

㈲エムケイ防災 3,256,000

3,432,000

3,630,000

坂戸防災㈱

藤岡防災設備㈱

㈱光エンジニアリング 5,210,000

小・中学校消防用設備保守点検業務委託

令和2年4月21日 契約金額（税込） 3,581,600

水質検査委託

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 5,280,000

5,700,000 予定価格（税抜） 5,700,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

管渠実施設計委託（2-2）

令和2年4月21日 契約金額（税込） 5,500,000

㈱関東工社 5,250,000

㈱コーセツコンサルタント　関東支店 5,500,000

トーカイテック㈱ 5,400,000

㈱シーエスエンジニアズ 5,000,000

― 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２年４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㈱トレンド・プロ 2,350,000

望月印刷㈱ 2,720,000

関東図書㈱ 5,000,000

㈱コア 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

桶川市市制施行５０周年記念誌（漫画）制作業務委託

令和2年4月21日 契約金額（税込） 2,585,000

― 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）

調査基準価格(税抜)

㈱埼玉空調メンテナンス 850,000

㈱住機 200,000

藤田テクノ㈱ 600,000

空調機切り替え業務委託及び定期点検

令和2年4月21日 契約金額（税込） 220,000

― 予定価格（税抜） ―

熊谷通運㈱ 1,529,000

セイノースーパーエクスプレス㈱ 2,090,000

㈱イマイ 1,549,900

大宮通運㈱ 辞退

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

桶川市広報「広報おけがわ」等配布業務委託

令和2年4月21日 契約金額（税込） 1,681,900

― 予定価格（税抜） ―

新井設備工事㈱ 600,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和２年４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

㈱ワタナベ 10,305,000

㈱イングパートナーズ 辞退

㈱永島商店 辞退

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱高砂屋書店 8,168,500

教育産業㈱ 8,175,400

㈲鴻文堂書店

㈱埼玉ひかりのくに

8,804,000

辞退

複写機用紙購入（単価契約）

令和2年4月21日 契約金額（税込） 8,985,350

― 予定価格（税抜） ―

㈱情報化ビジネス 15,197,940

望月印刷㈱ 14,097,804

㈱アサヒコミュニケーションズ 15,398,316

㈱秀飯舎 13,823,184

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱エコー宣伝印刷 11,532,108

関東図書㈱

㈱櫻井印刷所

14,599,296

13,590,240

― 予定価格（税抜） ―

㈱ジャパンインターナショナル総合研究所 辞退

望月印刷㈱ 3,120,000

㈱コア 2,470,000

㈱サイネックス 2,164,000

広報おけがわ印刷製本（単価契約）

令和2年4月21日 契約金額（税込） 12,685,318

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

市制施行５０周年記念　桶川市市勢要覧制作業務委託

令和2年4月21日 契約金額（税込） 2,380,400

― 予定価格（税抜） ―
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和２年４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

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

日伸化学㈱ 33,500

埼玉薬品㈱ 34,800

城山産業㈱ 35,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱ウイズリサイクル 32,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

富士通リース㈱ 辞退

リサイクルセンター用消臭剤の購入（単価契約）

令和2年4月21日 契約金額（税込） 1缶あたり　　35,200円

日立キャピタル㈱ 辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

ＮＴＴファイナンス㈱ 3,720,000

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㈱ 辞退

土木積算プログラム（工事編・委託編）借上げ（６０か月）

令和2年4月21日 契約金額（税込） 4,092,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

本案件について、入札参加者の数が２に満たないため、入札を中止といたしました。

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

カラー印刷機借上げ（６０か月）

令和2年4月21日 契約金額（税込）
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和２年４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

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱東京ディエスジャパン 辞退

ドラゴン㈱ 7,400

㈱ポラスタン 辞退

リコージャパン㈱

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

リコージャパン㈱ 13,800

モノクロプリンタ用ドラムユニット購入（単価契約）

令和2年4月21日 契約金額（税込） 1本あたり　　8,140円

㈱ポラスタン 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱東京ディエスジャパン 辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

モノクロプリンタ用トナー購入（単価契約）

令和2年4月21日 契約金額（税込） 1セットあたり　　14,850円

7,750

ドラゴン㈱ 13,500
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