
（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

辞退

市道６２６０号線道路改良工事

令和2年12月21日 契約金額（税込） 9,240,000

青木清掃㈱ 8,500,000

4,230,000 予定価格（税抜） 4,230,000

調査基準価格(税抜)

市道２３２８号線道路改良工事

令和2年12月21日

渡辺工業㈱

8,800,000

8,400,000

8,790,000 予定価格（税抜） 8,790,000

7,813,866 調査基準価格(税抜)

4,510,000

三光電気工事㈱

㈱早川電工

辞退

辞退

㈱荒川工業

㈲エーアンドケイ

8,580,000

8,600,000

深井電気㈱

㈱マルチメディアシステム

8,200,000

辞退

㈱ユーテック

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲加藤建興

㈱清水建材工業

8,700,000

契約金額（税込）

旭電気工業㈱ 7,950,000

8,917,000 予定価格（税抜） 8,917,000

7,429,000 調査基準価格(税抜)

4,100,000㈲中島土木開発

入　札　の　結　果　の　公　表

令和２年１２月入札執行分

小・中学校構内交換設備改修工事

令和2年12月21日 契約金額（税込） 8,745,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

4,180,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 4,150,000

㈲エーアンドケイ

㈲加藤建興

4,200,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和２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

　

4,070,000

坂戸防災㈱　埼玉中央営業所 4,150,000

調査基準価格(税抜)

公共下水道第Ｒ２－２４工区築造工事

令和2年12月21日

3,500,000 予定価格（税抜） 3,500,000

区画線等（ゾーン３０）設置工事

契約金額（税込） 3,740,000

第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

4,334,000 予定価格（税抜） 4,334,000

調査基準価格(税抜)

令和2年12月21日 契約金額（税込） 4,356,000

㈱ウエスト工業 3,960,000

業　者　名

交通産業㈱

埼玉ライナー㈱

4,126,000

予定価格（税抜） 2,266,000

調査基準価格(税抜)

2,266,000

㈲加藤建興 2,200,000

㈱荒川工業 2,250,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 2,250,000

㈲エーアンドケイ 2,220,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

契約金額（税込） 2,420,000

渡辺工業㈱ 3,430,000

令和2年12月21日

3,400,000

市道６２５５号線道路整備工事

㈲エーアンドケイ 3,480,000

㈲加藤建興

㈱荒川工業 3,450,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和２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

坂田寿線第３工区出来形確認測量業務委託

令和2年12月21日 契約金額（税込） 2,695,000

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）

㈱ｵｶﾏﾂｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　桶川支店 2,560,000

2,630,000 予定価格（税抜） 2,630,000

調査基準価格(税抜)

2,600,000㈱二和　桶川支店

㈱赤熊不動産鑑定所 辞退

7,780,000

7,950,000

㈱二和　桶川支店

㈱ヤマト測建

㈱東亜測量設計 8,100,000

㈱グラフィック　埼玉営業所

巧建業㈱　桶川支店

辞退

7,980,000

㈱東亜測量設計 2,650,000

㈱ヤマト測建 2,450,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱ｵｶﾏﾂｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　桶川支店

㈱新日本エグザ 10,220,000

10,500,000㈱東亜測量設計

㈱ヤマト測建 10,650,000

坂田寿線第３工区環境調査業務委託（その１）

令和2年12月21日 契約金額（税込） 8,558,000

8,190,000 予定価格（税抜） 8,190,000

坂田寿線第３工区環境調査業務委託（その２）

令和2年12月21日 契約金額（税込） 11,088,000

10,970,000 予定価格（税抜） 10,970,000

調査基準価格(税抜)

10,080,000

㈱協同測量社　関東支社

埼玉コンサルタント㈱　上尾支社

辞退

10,100,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和２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

　

調査基準価格(税抜)

㈲サンコー

小・中学校情報機器等活用推進業務委託

令和2年12月21日 契約金額（税込） 1,958,000

㈱玉企興産 760,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

小・中学校等情報機器充電保管庫購入

令和2年12月21日 契約金額（税込） 2,952,400

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

朝日教育㈱ 2,960,000

4,037,000

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）

㈱環境メディカル 800,000

㈱中村植産造園 700,000

㈱ガーデンプランナー 辞退

庁舎植栽管理委託

令和2年12月21日 契約金額（税込） 770,000

― 予定価格（税抜） ―

㈲天沼ドラックストアー 637,880

㈲エムケイ防災 589,100

大和理化 辞退

朝日教育㈱ 422,400

富士電機ＩＴソリューション㈱　 2,521,000

トランス・コスモス㈱ 1,780,000

日興通信㈱ 2,500,000

日本電気㈱ 辞退

㈲臼藤商店 辞退

㈱高砂屋書店 2,684,000

手指消毒液等購入

令和2年12月21日 契約金額（税込） 464,640

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

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

不調

― 予定価格（税抜） ―

㈱ウインテックプランニング 1,358,000

― 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）

サーマルカメラ購入

令和2年12月21日 契約金額（税込） 1,455,300

家庭学習用モバイルルーター購入

令和2年12月21日 契約金額（税込） 　

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

調査基準価格(税抜)

㈱SAMURAI　TRADING 1,365,000

㈱高砂屋書店 1,323,000

㈱ポラスタン 1,624,000
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