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事　  業　  名

入　  札　  日
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最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

フォワード㈱　本店 3,460,000

第　２　回（税抜）

―

11,000,000

㈱松下設計　本店

㈱村山設計　本店

11,500,000

10,600,000

1,650,000

巧建業㈱　桶川支店 1,560,000

㈱二和　桶川支店

㈱ヤマト測建　本店 1,620,000

㈱加納工務店　本店 2,850,000

令和3年8月23日 契約金額（税込） 1,716,000

1,700,000 予定価格（税抜） 1,700,000

調査基準価格(税抜)

第　２　回（税抜）

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 1,630,000

3,842,000 予定価格（税抜） 3,842,000

調査基準価格(税抜)

入　札　の　結　果　の　公　表

令和３年８月入札執行分

芝川ポンプ場屋上防水更新工事

令和3年8月23日 契約金額（税込） 3,135,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱第一建築設計事務所　本店 10,900,000

予定価格（税抜） ―

駅東口駅前広場建物等調査積算業務委託（Ｒ３－２）

㈲深谷建築設計工房　本店

市道３４１４号線用地測量業務委託

― 契約金額（税込） ―

調査基準価格(税抜)

10,800,000

本案件は仕様書に錯誤があった為、中止となりました。

業　者　名 第　１　回（税抜）

業　者　名 第　１　回（税抜）

㈲三浦建工　本店 3,800,000

地域福祉活動センター大規模改修工事監理業務委託

令和3年8月23日 契約金額（税込） 11,660,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

10,931,000 予定価格（税抜） 10,931,000

調査基準価格(税抜)

㈱片渕設計事務所　本店 10,980,000

㈱細田設計　本店

田島建設㈱　本店 3,580,000
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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

予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

―

㈱環境総合研究所 670,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

700,000

698,000

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会

東邦化研㈱

㈱環境テクノ 725,000

東邦化研㈱ 1,490,000

令和３年度河川水質汚濁調査分析業務委託

令和3年8月23日 契約金額（税込） 737,000

調査基準価格(税抜)

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

1,700,000一般社団法人埼玉県環境検査研究協会

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱環境総合研究所 1,350,000

㈱環境テクノ 1,650,000

― 予定価格（税抜） ―

令和３年度自動車騒音等測定調査業務委託

令和3年8月23日 契約金額（税込） 1,485,000

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）

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート㈱

㈱日本サポートサービス

㈱パーソンアンドパーソンスタッフ

辞退

辞退

20,000

医療法人クレモナ会 15,000

契約金額（税込） 4,895,000令和3年8月23日

殿山緑地更新伐業務委託

動機付け支援単価 1人当たり　16,500

㈱玉企興産　本店 4,450,000

㈱そうます　本店 4,600,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱環境メディカル　本店 4,500,000

㈱中村植産造園　本店 4,540,000

令和3年8月23日 契約金額（税込）

令和３年度桶川市特定保健指導業務委託（単価契約）
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令和３年８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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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

1,760,000

1,900,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱アルカディア 202,700

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

災害時等情報伝達システム導入委託（単価契約）

令和3年8月23日 契約金額（税込） 222,970

㈲天沼電気商会

令和3年8月23日 契約金額（税込） 4,160,640

ＨＯＹＡデジタルソリューションズ㈱
アドミニストレーションサポートグループ 辞退

― 予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱アイコンサルタント 辞退

五幸事務機㈱ 5,230,800

㈱ＪＮＣＳ　蓮田オフィス 5,170,000

セキグチシステム販売㈱

230,000バイザー㈱

内部情報系パソコン用ソフトウェア購入

調査基準価格(税抜)

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

5,695,200

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

図書館書籍消毒機購入

㈱高砂屋書店 3,782,400

小・中学校児童生徒用机・椅子購入

令和3年8月23日 契約金額（税込） 1,427,800

㈱高砂屋書店

調査基準価格(税抜)

㈱高砂屋書店 1,838,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

細田農機㈱　細田家具

1,298,000

2,210,000

朝日教育㈱ 2,000,000

㈱アライ 1,398,000

令和3年8月23日 契約金額（税込） 1,936,000

㈲鴻文堂書店

朝日教育㈱
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