
（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

3,025,000 予定価格（税抜） 3,025,000

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 2,800,000

業　者　名 第　１　回（税抜）

㈱荒川工業　本店

2,390,000

2,300,000

2,410,000

2,460,000

㈲エーアンドケイ　本店 2,720,000

予定価格（税抜） 2,500,000

荏原実業㈱　関東支社

新明和アクアテクサービス㈱　北関東センター

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

2,820,000 予定価格（税抜） 2,820,000

調査基準価格(税抜)

㈱東亜測量設計　本店

㈱ヤマト測建　本店 2,880,000

3,000,000

入　札　の　結　果　の　公　表

令和３年10月入札執行分

公共下水道第Ｒ３－２３工区築造工事

令和3年10月21日 契約金額（税込） 3,135,000

2,910,000 予定価格（税抜） 2,910,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

第　２　回（税抜）

2,500,000

2,700,000

業　者　名 第　１　回（税抜）

2,760,000

㈲中島土木開発　本店 2,680,000

契約金額（税込） 2,948,000

㈱荒川工業　本店 2,880,000

2,850,000

2,900,000

市道５３９４号線用地測量業務委託

㈲加藤建興　本店

芝川ポンプ場雨水ポンプ更新工事

令和3年10月21日 契約金額（税込） 2,530,000

調査基準価格(税抜)

荏原商事㈱　関東支社

三協工業㈱　北関東営業所

㈱二和　桶川支店 2,900,000

㈲エーアンドケイ　本店

㈲加藤建興　本店

㈱清水建材工業　本店 2,870,000

市道１２１５号線道路改良工事

令和3年10月21日

令和3年10月21日 契約金額（税込） 3,080,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和３年10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

―

調査基準価格(税抜)

―

契約金額（税込） 4,408,800令和3年10月21日

内部情報系ファイルサーバ等導入業務委託

予定価格（税抜）

五幸事務機㈱ 3,506,220

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

辞退

3,635,000

セキグチシステム販売㈱

㈱高砂屋書店

㈱ＪＮＣＳ　蓮田オフィス 3,768,050

内部情報系パソコン用ソフトウェア購入

令和3年10月21日 契約金額（税込） 3,856,842

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）

業　者　名 第　１　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

朝日教育㈱

ドラゴン㈱

㈱武蔵野コンピューターコンサルタント

15,000,000

16,100,000

15,450,000

㈱高砂屋書店 13,636,000

教育産業㈱

㈱ＪＮＣＳ　蓮田オフィス

セキグチシステム販売㈱

　辞退

25,000,000

　辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱大塚商会 LA事業部北関東LA販売課 4,370,000

㈱武蔵野コンピューターコンサルタント 4,420,000

㈱日東テクノブレーン

日本情報システム㈱

辞退

辞退

第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

契約金額（税込）

14,999,600

富士フイルムビジネスイノベーションジャパ
ン㈱　埼玉支社 4,008,000

㈱ケー・デー・シー 　辞退

介護認定審査会委員タブレットＰＣ４０台購入

令和3年10月21日

不調

内部情報系ノートパソコン１００台購入

令和3年10月21日 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10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

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

朝日教育㈱ 3,516,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

市内小中学校・児童生徒配布用不織布マスク購入

令和3年10月21日 契約金額（税込） 3,171,432

脇防災㈱ 2,535,860

令和3年10月21日 契約金額（税込） 2,738,728

― 予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

アイギス㈱ 辞退

㈲エムケイ防災 2,549,960

プラザオオノ㈲ 辞退

3,281,600㈱高砂屋書店

（軽減税率対象）

災害備蓄用食糧購入

調査基準価格(税抜)

㈲エムケイ防災 2,883,120

脇防災㈱ 2,930,000
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