
（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

　

  

第　２　回（税抜）

6,850,000

7,330,000

6,300,000

㈱関東工社 本店

㈱丸田一級建築士設計事務所　本店

㈱村山設計　本店

6,220,000

6,100,000

川本技研工業㈱　本店 3,550,000 　

3,690,000 予定価格（税抜） 3,690,000

調査基準価格(税抜)

入　札　の　結　果　の　公　表

令和３年５月入札執行分

朝日路上ポンプ場汚水ポンプ更新工事

令和3年5月24日 契約金額（税込） 3,740,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱高岡建築設計事務所　本店 6,450,000

予定価格（税抜） 7,330,000

㈱シーエスエンジニアズ　本店

7,300,000

共和コンサルタント㈱ 本店 7,200,000

6,700,000

調査基準価格(税抜)

㈱千葉構造設計コンサルタント　本店

㈱ジェーエステック　本店

㈱日本設計コンサルタント　本店

6,880,000

7,000,000

管渠実施設計委託（R3-2）

令和3年5月24日 契約金額（税込） 7,370,000

業　者　名 第　１　回（税抜）

㈱第一テクノ　関東支店 3,400,000 　

農業センター大規模改修・耐震補強工事監理業務委託

令和3年5月24日 契約金額（税込） 6,710,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

6,891,000 予定価格（税抜） 6,891,000

調査基準価格(税抜)

㈱片渕設計事務所　本店 6,740,000

㈲深谷建築設計工房　本店 6,300,000

㈱新日本エグザ　本店

三協工業㈱　北関東営業所

新明和アクアテクサービス㈱　北関東センター

3,580,000

3,610,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和３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

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　本店 3,550,000

㈱環境メディカル　本店 3,380,000

3,600,000㈱島村建設　本店

㈱玉企興産　本店 3,470,000

本案件は入札事務手続きの不備の為、中止となりました。

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

江川除草委託（その１）

令和3年5月24日 契約金額（税込） 3,718,000

第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜）

4,300,000

予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

埼玉コンサルタント㈱　上尾支社

―

契約金額（税込） 1,430,000

㈱シーエスエンジニアズ　本店 4,600,000

令和3年5月24日

公共下水道台帳作成委託

㈱コーセツコンサルタント　関東支店 4,550,000

石川川浚渫工事実施設計委託

令和3年5月24日 契約金額（税込） 4,675,000

業　者　名 第　１　回（税抜）

4,520,000 予定価格（税抜） 4,520,000

調査基準価格(税抜)

―

㈱二和　桶川支店 1,400,000

㈱東亜測量設計　本店 1,420,000

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 1,380,000

㈱ヤマト測建　本店 1,300,000

第　２　回（税抜）

㈱関東工社　本店 4,250,000

公共下水道事業計画修正業務委託

― 契約金額（税込）
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和３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

　

㈱玉企興産　本店 3,550,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱そうます　本店 3,300,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

調整池除草等委託（その２）

令和3年5月24日 契約金額（税込）

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

3,630,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

3,520,000㈲中島土木開発　本店

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㈱　本店 2,500,000

サイクリングロード等除草委託

令和3年5月24日 契約金額（税込） 2,794,000

㈲中島土木開発　本店 2,650,000

㈲中島土木開発　本店

㈱山中土建工業　本店 2,650,000

水路維持管理委託（その１）

令和3年5月24日 契約金額（税込） 2,750,000

㈱山中土建工業　本店 3,580,000

― 予定価格（税抜） ―

㈲エーアンドケイ　本店 2,700,000

㈲エーアンドケイ　本店 3,600,000

3,150,000

3,550,000

㈱中村植産造園　本店

渡辺工業㈱　本店

㈲加藤建興　本店 3,700,000

調査基準価格(税抜)

調整池除草等委託（その１）

令和3年5月24日 契約金額（税込） 3,465,000

― 予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱中村植産造園　本店

2,700,000

2,720,000

㈱環境メディカル　本店 2,540,000

㈱玉企興産　本店 2,600,000

3 / 7 ページ



（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和３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

2,550,000

2,680,000

2,620,000

㈲下水管理興業　本店

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） －

道路清掃委託

タカマツ㈱　本店

㈲加藤建興　本店 1,380,000

㈱玉企興産 本店 1,300,000

㈲中島土木開発 本店 1,420,000

2,600,000

東部都市下水路草刈等委託

令和3年5月24日（再入札 5月25日） 契約金額（税込） 1,518,000

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)

㈲エーアンドケイ　本店 1,350,000

調査基準価格(税抜)

1,550,000

－ 予定価格（税抜） －

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

令和3年5月24日 契約金額（税込） 2,805,000

彩美環境システム㈱　さいたま支店

青木清掃㈱　本店

（仮称）道の駅おけがわ除草業務委託（３－１）

令和3年5月24日 契約金額（税込） 1,430,000

1,440,000

㈲加藤建興　本店 1,450,000 1,380,000

㈱玉企興産　本店 1,500,000 1,430,000

㈲中島土木開発　本店 1,500,000 1,430,000

㈲エーアンドケイ　本店
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和３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

埼玉機工㈱ 2,238,060

㈱高砂屋書店 1,998,000

朝日教育㈱ 辞退

㈲天沼電気商会 辞退

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

令和3年5月24日 契約金額（税込） 2,197,800

― 予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱武蔵野コンピューターコンサルタント 6,360,000

朝日教育㈱ 辞退

7,399,100

辞退

㈱ＪＮＣＳ　蓮田オフィス

ドラゴン㈱

㈱高砂屋書店 辞退

契約金額（税込） 6,996,000

歴史民俗資料館除湿機購入

23,388,000

22,725,000

㈱ＪＥＣＣ

東京センチュリー㈱

日通リース＆ファイナンス㈱　東京支店

富士通リース㈱　関東支店

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱

リコーリース㈱　関東支社

辞退

辞退

辞退

辞退

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱　関東支店 23,004,000

－ 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）

戸籍総合システムの借上げ（６０か月）

令和3年5月24日 契約金額（税込） 24,997,500

ＮＴＴ・ＴＣリース㈱　関東支店 辞退

㈱大塚商会　ＬＡ事業部北関東ＬＡ販売課 辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

キヤノンシステムアンドサポート㈱　埼玉中央営業部 辞退

内部情報系タブレットPC30台購入

令和3年5月24日
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和３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

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　東京営業所 18,900

㈱大和速記情報センター 18,200

㈱会議録研究所 18,400

㈱会議録センター 17,100

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3年5月24日 契約金額（税込） 18,810

― 予定価格（税抜） ―

オフィス秀美 1,407,150

㈱会議録センター 1,530,000

㈱アサヒコミュニケーションズ 1,484,000

㈲岡村印刷 1,472,340

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

おけがわ市議会だより印刷

令和3年5月24日 契約金額（税込） 1,547,865

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱グロップジョイ 1,637,500

㈱セゾンパーソナルプラス 辞退

パーソルテンプスタッフ㈱　埼玉営業部 2,034,461

― 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)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

本案件は事業の見直しの為、中止となりました。

桶川市臨時福祉商品券事業（仮称）人材派遣業務

令和3年5月24日 契約金額（税込） 1,801,250

令和３年度プール用薬剤購入

― 契約金額（税込） ―

― 予定価格（税抜） ―

アデコ㈱　大宮支社 2,049,450
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和３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

㈱大和速記情報センター 15,900

㈱会議録研究所 16,100

㈱ぎじろくセンター　東京営業所 16,900

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱会議録センター 14,700

― 予定価格（税抜） ―

委員会会議録作成委託（単価契約）

令和3年5月24日 契約金額（税込） 16,170
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