
（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

  

㈲加藤建興　本店

㈱島村建設　本店

7,200,000

7,200,000

第　２　回（税抜）

9,050,000

―

無効

開発虎ノ門コンサルタント㈱　埼玉事務所

㈲中島土木開発　本店

渡辺工業㈱　本店

4,800,000

4,750,000

㈱荒川工業　本店 6,980,000 　

6,980,000 予定価格（税抜） 6,980,000

6,069,000 調査基準価格(税抜)

入　札　の　結　果　の　公　表

令和３年６月入札執行分

市道１７号線舗装修繕工事

令和3年6月23日 契約金額（税込） 7,678,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ　本店 4,600,000

予定価格（税抜） ―

新日本設計㈱　関東事務所

辞退

共和コンサルタント㈱ 本店 9,200,000

9,500,000

調査基準価格(税抜)

㈲加藤建興　本店

㈱なドマン技術研究所　本店

㈱パスコ　さいたま支店

9,000,000

9,800,000

橋梁定期点検業務委託

令和3年6月23日 契約金額（税込） 9,900,000

業　者　名 第　１　回（税抜）

渡辺工業㈱　本店 7,250,000 　

市道５０７８号線舗装修繕工事

令和3年6月23日 契約金額（税込） 5,060,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

4,820,000 予定価格（税抜） 4,820,000

4,180,000 調査基準価格(税抜)

㈱荒川工業　本店 4,650,000

㈱清水建材工業　本店　 4,700,000

㈱日本設計コンサルタント　本店

㈲エーアンドケイ 本店

㈲中島土木開発　本店

7,100,000

7,200,000
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入　札　の　結　果　の　公　表

令和３年６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

三和航測㈱　埼玉営業所

昭和㈱　埼玉支社

6,200,000

5,200,000

㈱村山設計　本店 1,349,000

1,362,000 予定価格（税抜） 1,362,000

調査基準価格(税抜)

1,350,000㈲深谷建築設計工房　本店

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱菅野建築設計事務所　本店 1,250,000

㈲竹内建築設計事務所　本店 2,250,000

備蓄用防災倉庫新築工事監理業務委託

令和3年6月23日 契約金額（税込） 1,375,000

第　２　回（税抜）

2,100,000 予定価格（税抜） 2,100,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜）

㈱関東工社　本店

㈱コーセツコンサルタント　関東支店

㈱シーエスエンジニアズ　本店

トーカイテック㈱　本店

1,700,000

2,100,000

2,500,000

2,300,000

5,100,000

予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱大輝　埼玉支店

―

契約金額（税込） 2,442,000

㈱大洋画地　本店 5,200,000

令和3年6月23日

大規模盛土造成地変動予測調査委託

国際航業㈱　埼玉支店 4,370,000

都市計画基礎調査業務委託

令和3年6月23日 契約金額（税込） 4,807,000

業　者　名 第　１　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

1,870,000

㈱パスコ　さいたま支店 4,600,000

パシフィックコンサルタンツ㈱　埼玉事務所 2,220,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

国際航業㈱　埼玉支店 5,000,000

㈱八州　北関東支社 2,680,000

第　２　回（税抜）

共和コンサルタント㈱　本店 5,800,000

市道６１－１号橋橋梁補修設計業務委託

令和3年6月23日 契約金額（税込）
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入　札　の　結　果　の　公　表

令和３年６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）
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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

共和コンサルタント㈱　本店 1,050,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱関東工社　本店 750,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

公共下水道事業設計修正業務委託

令和3年6月23日 契約金額（税込）

㈲桑子建築設計事務所　本店 1,340,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

825,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

980,000㈱シーエスエンジニアズ　本店

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 780,000

㈱東亜測量設計　本店 800,000

㈱ヤマト測建　本店 750,000

学校給食室洗浄業務委託

令和3年6月23日 契約金額（税込） 2,310,000

㈱二和　桶川支店 800,000

㈱スリーアイ　

市道６２７１・６２７８・６２８１号線物件再積算業務委託

令和3年6月23日 契約金額（税込） 825,000

トーカイテック㈱　本店 1,500,000

802,000 予定価格（税抜） 802,000

1,267,000 予定価格（税抜） 1,267,000

農業センター倉庫解体工事設計業務委託

令和3年6月23日 契約金額（税込） 1,320,000

1,200,000

1,330,000

㈲深谷建築設計工房　本店

㈱村山設計　本店

㈲林建築設計事務所　本店 1,360,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲ライフ・サポート　桶川支店

2,200,000

2,100,000

埼玉総合ビル管理㈱　 2,148,000

㈲三協ビル管理　桶川支店 2,353,000
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