
（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

　

㈱オンロード

㈱昭和綜合サービス

17,500,000

17,000,000

16,880,000

16,000,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

タカラビルメン㈱ 17,930,000 16,900,000

地域福祉活動センター総合管理業務委託

令和3年4月21日 契約金額（税込） 4,136,000

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)

㈱昭和綜合サービス 3,760,000

㈲上尾清掃 1,400,000

㈲ライフ・サポート　桶川支店 1,800,000

㈱昭和綜合サービス

㈱スリーアイ

1,880,000

1,925,000

小・中学校公共下水道点検及び清掃業務委託

令和3年4月21日 契約金額（税込） 1,540,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 3,300,000

㈲ライフ・サポート　桶川支店 4,000,000

4,170,000タカラビルメン㈱

㈱スリーアイ 3,930,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

入　札　の　結　果　の　公　表

令和３年４月入札執行分

川田谷生涯学習センター総合管理業務委託

令和3年4月21日 契約金額（税込） 17,600,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

旭ビル管理㈱　桶川営業所 18,000,000 16,920,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

桶川公民館・加納公民館清掃業務委託（１１か月）

令和3年4月21日 契約金額（税込） 1,980,000

3,700,000三栄管理興業㈱　北本支店

タカマツ㈱ 3,350,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱エヌテックサービス 1,820,000

㈱スリーアイ

㈱ソシアルサービス

18,150,000 16,950,000

17,740,000 16,895,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和３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

1,356,000(不落随契）

　

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

小・中学校浄化槽維持管理業務委託

令和3年4月21日 契約金額（税込） 1,491,600

タカマツ㈱ 1,500,000

㈲上尾清掃 1,520,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 1,450,000

㈱東栄 1,550,000

小・中学校浄化槽清掃業務委託

予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

―

契約金額（税込） 1,595,000令和3年4月21日

第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

アテックス㈱ 1,395,800 1,435,600

業　者　名 第　１　回（税抜）

三栄管理興業㈱　北本支店

タカマツ㈱

4,460,000

4,950,000

辞退

辞退

富士技建㈱ 2,922,000

― 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3年4月21日 契約金額（税込） 1頭あたり　15,400

2,400,000

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㈱ 27,000

㈲エムアンドエム 14,000

48,000㈲協栄消毒　埼玉支店

㈲ライフ・サポート　桶川支店 25,000

英語指導助手派遣業務

令和3年4月21日 契約金額（税込） 61,330,995

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱ＲＣＳコーポレーション 56,400,000

55,755,450

辞退

㈱ハートコーポレイション

㈱ボーダーリンク

㈱ジョイトーク 62,475,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和３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

　

㈱高砂屋書店 8,484,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

脇防災㈱

3,712,800

3,621,800

朝日教育㈱ 3,913,000

㈲エムケイ防災 3,458,000

令和3年4月21日 契約金額（税込） 9,205,680

㈱埼玉ひかりのくに

令和3年4月21日 契約金額（税込） 3,920,400

小・中学校消防用設備保守点検業務委託

令和3年4月21日 契約金額（税込） 3,630,000

㈱ビルヒット 8,812,800

― 予定価格（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）

㈲エムケイ防災 3,300,000

脇防災㈱ 3,366,000

坂戸防災㈱　埼玉中央営業所 3,740,000

㈱ヒラノ 9,510,000

セキグチシステム販売㈱ 9,510,000

9,629,800

9,100,000日本環境クリアー㈱

調査基準価格(税抜)

ドラゴン㈱

新型コロナウイルス対策防災用品（マスク）購入

令和3年4月21日 契約金額（税込） 3,803,800

島村電業㈱ 3,872,000

㈱高砂屋書店

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

－ 予定価格（税抜） －

複写機用紙購入（単価契約）

教育産業㈱

㈲鴻文堂書店

高橋工業㈱　埼玉支店 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲コジマテクノサービス 3,564,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

小・中学校自家用電気工作物保安管理業務委託

8,368,800

8,588,000

辞退
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和３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

大宮通運㈱ 辞退

熊谷通運㈱ 1,430,000

モノクロプリンタ用ドラムユニット購入（単価契約）

令和3年4月21日 契約金額（税込） 1本あたり　8,140

㈱高砂屋書店 45,000

ドラゴン㈱ 13,500

リコージャパン㈱販売事業本部　埼玉支社 13,800

㈱ジーシーシー　埼玉支社

－ 予定価格（税抜） －

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

1,573,000

モノクロプリンタ用トナー購入（単価契約）

令和3年4月21日 契約金額（税込） 1セットあたり　14,850

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)

㈱ジーシーシー　埼玉支社 9,800

調査基準価格(税抜)

47,000

㈱高砂屋書店 9,200

ドラゴン㈱ 7,400

㈱イマイ 1,499,960

－ 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）

リコージャパン㈱販売事業本部　埼玉支社 7,750

桶川市広報「広報おけがわ」等配布業務委託

令和3年4月21日 契約金額（税込）

セイノースーパーエクスプレス㈱　美術輸送センター 2,024,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和３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

　

㈱ウィズリサイクル 32,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

広報おけがわ印刷製本（単価契約）

令和3年4月21日 契約金額（税込） 13,798,620

国民健康保険診療報酬明細書点検業務委託

令和3年4月21日 契約金額（税込） 1,699,348

― 予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

望月印刷㈱ 13,965,600

㈱アサヒコミュニケーションズ 15,202,080

13,248,000

辞退

㈱エコー宣伝印刷

㈱情報化ビジネス

㈱秀飯舎 12,544,200

㈱オークス 1,544,862

㈱ニチイ学館 1,591,940

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

東京２０２０オリンピック聖火リレー交通規制看板等作成業務委託

令和3年4月21日 契約金額（税込） 649,000

― 予定価格（税抜） ―

日本健保㈱ 辞退

㈱日本メディカ 2,123,600

㈱コーエー 965,000

コマツアートデザイン㈱ 590,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

リサイクルセンター用消臭剤の購入（単価契約）

令和3年4月21日 契約金額（税込） 1缶あたり　35,200

― 予定価格（税抜） ―

㈲美光 689,200

㈲Ｐ＆Ｔ 1,168,200

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ケミテック㈱ 34,000

城山産業㈱　埼玉支店 35,000

日伸化学㈱ 33,500

関東図書㈱

㈱櫻井印刷所

14,641,800

辞退
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和３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)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

桶川飛行学校平和祈念館仮設トイレ借上げ

令和3年4月21日 契約金額（税込） 748,814

― 予定価格（税抜） ―

ベクセス㈱　埼玉事業所 680,740

㈱レンタルのニッケン　大宮営業所 辞退

㈱エムワイ　レントオール上尾 1,205,000

コーエィ㈱Ｅ・Ｃ事業部　さいたま営業所 辞退

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

高齢者健康遊具設置工事

令和3年4月21日 契約金額（税込） 4,906,000

4,473,000 予定価格（税抜） 4,473,000

㈲エーアンドケイ　本店 4,469,000

㈲加藤建興　本店 4,460,000

管渠実施設計委託（Ｒ３－１）

令和3年4月21日 契約金額（税込） 7,480,000

7,300,000 予定価格（税抜） 7,300,000

㈱そうます　本店 4,465,000

㈱玉企興産　本店 4,470,000

㈱関東工社　本店 6,800,000

㈱新日本エグザ　本店 7,200,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

共和コンサルタント㈱　本店 7,400,000

㈱シーエスエンジニアズ　本店

㈱ジェーエステック　本店

7,100,000

7,300,000

㈱日本設計コンサルタント　本店 7,000,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和３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

桶川駅東口駅前広場電線共同溝予備設計業務委託

令和3年4月21日 契約金額（税込） 4,004,000

6,757,000 予定価格（税抜） 6,757,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱吹上技研コンサルタント　さいたま営業所 7,600,000

㈱協同測量社　関東支社 辞退

㈱高島テクノロジーセンター　埼玉営業所

日本設計㈱　埼玉営業所

4,500,000

3,640,000

市有地等除草委託

令和3年4月21日 契約金額（税込） 3,080,000

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)

㈱環境工学研究所　本店 辞退

㈱環境総合研究所　本店 2,550,000

東邦化研㈱　本店 2,660,000

内藤環境管理㈱　本店

㈱中村植産造園　本店 2,800,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱そうます　本店 2,900,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱環境メディカル　本店 3,000,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

渡辺工業㈱　本店 3,100,000

高野戸川除草委託

令和3年4月21日 契約金額（税込） 2,970,000

㈲エーアンドケイ　本店 2,900,000

㈲加藤建興　本店 2,880,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱　本店 2,950,000

㈱環境メディカル　本店 2,700,000

2,754,300

㈱ヤマト測建　本店 7,000,000

水質検査委託

令和3年4月21日 契約金額（税込） 2,805,000

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 7,300,000

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３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

1,490,000 1,370,000

㈱清水建材工業　本店 1,950,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

石川川除草委託

令和3年4月21日 契約金額（税込） 2,090,000

㈱玉企興産　本店 2,020,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業　本店 1,920,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈲中島土木開発　本店 1,900,000

市役所分庁舎樹木剪定等委託

令和3年4月21日（再入札 4月22日） 契約金額（税込） 1,375,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ　本店 1,450,000 1,350,000

㈲加藤建興　本店 1,550,000 1,390,000

㈱玉企興産　本店 1,400,000 1,250,000

㈲中島土木開発　本店
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