
（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

岡野水道工業㈲

㈱太宝設備

8,430,000

8,200,000

㈲エーアンドケイ

㈲加藤建興

7,580,000

7,660,000

高橋住設㈱

㈲細井水道

8,250,000

8,400,000

㈱荒川工業 7,600,000

㈲三浦建工 8,320,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 4,300,000

㈱大木水道 8,500,000

8,337,000 予定価格（税抜） 8,337,000

7,567,000 調査基準価格(税抜)

㈲中島土木開発

㈱島村建設 7,520,000

4,530,000 予定価格（税抜） 4,530,000

調査基準価格(税抜)

市道５０７８号線舗装修繕工事

入　札　の　結　果　の　公　表

令和２年５月入札執行分

市民ホール空調改修工事

令和2年5月22日 契約金額（税込） 9,020,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲中島土木開発 4,500,000

㈲エーアンドケイ

㈲加藤建興

4,450,000

4,450,000

舗装復旧工事（２－１）

令和2年5月22日 契約金額（税込） 8,140,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

7,800,000 予定価格（税抜） 7,800,000

6,888,500 調査基準価格(税抜)

渡辺工業㈱ 7,450,000

7,400,000

令和2年5月22日 契約金額（税込） 4,730,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和２年５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）

㈲エーアンドケイ 1,650,000

㈲加藤建興 1,750,000

1,600,000㈱玉企興産

㈲中島土木開発 1,700,000

㈲中島土木開発 2,030,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

桶川飛行学校平和祈念館除草委託

令和2年5月22日 契約金額（税込） 1,760,000

㈲エーアンドケイ 2,000,000

業　者　名

㈲加藤建興

㈱玉企興産

2,050,000

2,070,000

第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

2,550,000

予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱玉企興産

―

契約金額（税込） 3,080,000

㈱中村植産造園 2,650,000

令和2年5月22日

㈱そうます 2,700,000

サイクリングロード等除草委託

令和2年5月22日 契約金額（税込） 2,805,000

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）

㈲エーアンドケイ 3,200,000

㈱環境メディカル 2,590,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

市有地等除草委託

㈲中島土木開発 3,100,000

㈱そうます 2,800,000

（仮称）道の駅おけがわ除草業務委託（２－１）

令和2年5月22日 契約金額（税込） 2,200,000

㈱玉企興産 3,150,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和２年５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

㈱ガーデンプランナー 1,300,000 1,200,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 1,350,000 1,280,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

市役所分庁舎樹木剪定等委託

令和2年5月22日 契約金額（税込） 1,320,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

1,270,0001,400,000㈱玉企興産

公共下水道事業計画変更業務委託

令和2年5月22日 契約金額（税込） 2,420,000

三栄管理興業㈱ 2,750,000

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）

青木清掃㈱ 2,730,000

タカマツ㈱ 2,700,000

彩美環境システム㈱ 2,800,000

道路清掃委託

令和2年5月22日 契約金額（税込） 2,970,000

㈲中島土木開発 1,450,000 1,280,000

― 予定価格（税抜） ―

㈲エーアンドケイ 1,420,000

1,450,000

1,600,000

㈱玉企興産

㈲中島土木開発

㈲加藤建興 1,400,000

調査基準価格(税抜)

東部都市下水路草刈等委託

令和2年5月22日 契約金額（税込） 1,540,000

― 予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱二和　桶川支店 2,300,000

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 2,320,000

㈱関東工社 2,200,000

㈱シーエスエンジニアズ 2,380,000

3 / 7 ページ



（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和２年５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

調査基準価格(税抜)

㈱二和　桶川支店

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

公共下水道台帳作成委託

令和2年5月22日 契約金額（税込） 2,002,000

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 1,920,000

1,900,000

㈱村山設計 5,810,000

1,029,000 予定価格（税抜） 1,029,000

㈱神田建築設計事務所 7,500,000

5,912,000 予定価格（税抜） 5,912,000

調査基準価格(税抜)

巧建業㈱　桶川支店 940,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱吉野アプレイザル 980,000

桶川中学校老朽化対策工事監理業務委託

令和2年5月22日 契約金額（税込） 6,270,000

㈱ヤマト測建 990,000

市道11-1号線建物等調査積算業務委託（Ｒ２－２）

令和2年5月22日 契約金額（税込） 1,034,000

㈱グラフィック　埼玉営業所 辞退

巧建業㈱　桶川支店 1,960,000

㈱二和　桶川支店 1,900,000

㈱協同測量社　関東支社 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱新日本エグザ 960,000

調査基準価格(税抜)

㈱ヤマト測建 1,820,000

桶川東放課後児童クラブ解体等工事に伴う地盤変動影響調査業務委託

令和2年5月22日 契約金額（税込） 2,090,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

2,012,000

㈱東亜測量設計 1,900,000

予定価格（税抜） 2,012,000

調査基準価格(税抜)

㈱第一建築設計事務所 6,050,000

㈱千葉構造設計コンサルタント 5,700,000

㈱松下設計 6,100,000

㈲深谷建築設計工房 5,990,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和２年５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

㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング 3,400,000

㈱富士通総研 6,133,000

ＥＹ新日本有限責任監査法人 辞退

日本会計コンサルティング㈱ 2,200,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ＯＡＧ税理士法人 3,916,500

有限責任監査法人　トーマツ 7,839,999

桶川市公共下水道事業経営戦略等策定支援業務委託

令和2年5月22日 契約金額（税込） 2,420,000

― 予定価格（税抜） ―

㈱宮下設計事務所 6,300,000

㈱村山設計 4,780,000

㈱牛島建築設計事務所 辞退

㈲深谷建築設計工房 4,750,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱片渕設計事務所

㈱高岡建築設計事務所

4,900,000

4,500,000

令和2年5月22日 契約金額（税込） 4,950,000

4,748,000 予定価格（税抜） 4,748,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱村山設計 5,780,000

㈱アルク設計事務所 7,840,000

5,780,000

5,690,000

㈱細田設計

㈱丸田一級建築士設計事務所

東武建築企画㈱

㈲深谷建築設計工房

7,000,000

加納中学校老朽化対策工事監理業務委託

令和2年5月22日 契約金額（税込） 6,259,000

日出谷小学校老朽化対策工事監理業務委託

5,880,000

5,873,000 予定価格（税抜） 5,873,000

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５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

㈱ぎじろくセンター 17,000

㈱大和速記情報センター 15,700

㈱会議録センター 14,700

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱会議録研究所 15,800

― 予定価格（税抜） ―

㈱ぎじろくセンター 19,000

㈱大和速記情報センター 18,000

㈱会議録研究所 18,400

㈱会議録センター 17,100

委員会会議録作成委託（単価契約）

令和2年5月22日 契約金額（税込） 1時間当たり　16,170

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

会議録作成委託（単価契約）

令和2年5月22日 契約金額（税込） 1時間当たり　18,810

― 予定価格（税抜） ―

㈱スリーアイ 2,190,000

㈲ライフ・サポート 2,150,000

埼玉総合ビル管理㈱ 2,180,000

㈲三協ビル管理 2,200,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

学校給食室洗浄業務委託

令和2年5月22日 契約金額（税込） 2,365,000

― 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)

㈱スリーアイ 13,650,000

㈱ソシアルサービス 13,400,000

㈲ライフ・サポート 13,200,000

㈱エヌテックサービス 13,720,000

㈱オンロード 13,630,000

桶川駅自由通路等管理業務委託

令和2年5月22日 契約金額（税込） 14,300,000

― 予定価格（税抜） ―

旭ビル管理㈱ 13,000,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和２年５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

㈱瑞穂 632,000

㈱ナガワ 1,210,000

ベクセス㈱ 240,900

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

郡リース㈱ 辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱会議録センター 1,775,500

桶川飛行学校平和祈念館仮設トイレ借上げ

令和2年5月22日 契約金額（税込） 264,990

㈱アサヒコミュニケーションズ 1,497,250

オフィス秀美 1,420,400

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲岡村印刷 1,533,290

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

リコーリース㈱ 辞退

おけがわ市議会だより印刷

令和2年5月22日 契約金額（税込） 1,562,440

㈱ＪＥＣＣ 7,932,000

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ 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㈱ 7,968,000

ＮＴＴファイナンス㈱ 辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

ホワイト浚渫工事㈲ 450,000

家屋評価システム借上げ（６０か月）

令和2年5月22日 契約金額（税込） 8,725,200

埼玉中央ビルメンテナンス協同組合 798,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱イーエスシー 1,145,550

アテックス㈱ 468,000

小・中学校給水施設設備点検及び貯水槽清掃業務委託

令和2年5月22日 契約金額（税込） 495,000

― 予定価格（税抜） ―
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