
（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

 

　

辞退

2,235,920

1,980,000

(株)加納工務店　本店

(株)島田鉄工建設　本店

田島建設(株)　本店

川本技研工業(株)　本店

田辺電機(株)　本店

8,570,000 辞退

8,250,000 辞退

【一抜け方式】
日出谷小学校・桶川西中学校給食室トイレ改修工事

令和4年4月21日 契約金額（税込） 2,178,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

今井建設(株)　本店 2,258,000

2,268,000 予定価格（税抜） 2,268,000

調査基準価格(税抜)

入　札　の　結　果　の　公　表

令和４年４月入札執行分

芝川ポンプ場流量計・水位計更新工事

令和4年4月21日（再入札4月22日） 契約金額（税込） 6,930,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

昱(株)　北関東支店 8,000,000 辞退

6,780,000 予定価格（税抜） 6,780,000

6,132,000 調査基準価格(税抜)

(有)三浦建工　本店 1,930,000

3,262,189フォワード(株)　本店

田島建設(株)　本店 2,250,000

2,010,000

2,279,340

(株)加納工務店　本店

(株)島田鉄工建設　本店

晴建築工房(株)　本店 辞退

(有)三浦建工　本店 一抜け

晴建築工房(株)　本店

フォワード(株)　本店

辞退

辞退

メタウォーター(株)　さいたま営業所 6,950,000 6,300,000

【一抜け方式】
桶川東小学校・桶川東中学校給食室トイレ改修工事

令和4年4月21日 契約金額（税込） 2,123,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

2,292,000 予定価格（税抜） 2,292,000

調査基準価格(税抜)

今井建設(株)　本店 2,288,000

(株)エス・アイ・シー　さいたま支店

荏原商事(株)　関東支社

辞退

8,200,000 辞退
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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(くじ)

　

(株)エイト日本技術開発　北関東支店

(株)サーベイリサーチセンター　本店

3,200,000

3,200,000

1,960,000

2,184,260

一抜け

(株)加納工務店　本店

(株)島田鉄工建設　本店

田島建設(株)　本店

(株)総合環境計画　北関東事務所

(株)総合防災ソリューション　本店

4,100,000

4,480,000

(株)日本インシーク　埼玉支店 4,250,000

第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

(株)アイ・ディー・エー　埼玉営業所 3,480,000

業　者　名 第　１　回（税抜）

辞退

予定価格（税抜） 2,195,000

調査基準価格(税抜)

フォワード(株)　本店

2,195,000

契約金額（税込） 2,172,500

(有)三浦建工　本店 一抜け

令和4年4月21日

桶川西小学校・桶川中学校給食室トイレ改修工事

晴建築工房(株)　本店 辞退

【一抜け方式】
加納小学校・加納中学校給食室トイレ改修工事

令和4年4月21日 契約金額（税込） 2,156,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

今井建設(株)　本店 2,208,000

2,213,000 予定価格（税抜） 2,213,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

今井建設(株)　本店 2,188,000

(有)三浦建工　本店 2,180,000

辞退

無効

1,975,000

(株)加納工務店　本店

(株)島田鉄工建設　本店

田島建設(株)　本店

桶川市地域防災計画改訂業務委託

令和4年4月21日 契約金額（税込） 3,520,000

フォワード(株)　本店 辞退

晴建築工房(株)　本店 辞退

一抜け方式案件でしたが、一抜け後の入札参加者が１者となったため、一抜け方式は実施しませんでした。
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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

　

4,200,000

3,800,000

(株)環境メディカル　本店

(株)そうます　本店

令和4年4月21日 契約金額（税込） 4,180,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)ＮＪＳ　関東事務所 4,000,000

2,100,000

(株)中村植産造園　本店 4,000,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃(株)　本店 4,150,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

市有地等除草委託

4,180,000(株)山中土建工業　本店

(株)そうます　本店 3,300,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)荒川工業　本店 3,600,000

(株)玉企興産　本店 3,580,000

(有)加藤建興　本店 3,650,000

調整池草刈等委託（その１）

令和4年4月21日 契約金額（税込） 3,630,000

渡辺工業(株)　本店 4,100,000

― 予定価格（税抜） ―

令和4年4月21日 契約金額（税込） 2,827,000

1,900,000

(株)日本水工コンサルタント　桶川営業所

日本水工設計(株)　関東事務所

オリジナル設計(株)　埼玉営業所 2,500,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

アルファー・ラボラトリー(株)　本店 2,750,000

(株)環境総合研究所　本店 2,570,000

2,800,000一般社団法人埼玉県環境検査研究協会　本店

水質検査委託

2,000,000 予定価格（税抜） 2,000,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

令和4年4月21日 契約金額（税込） 2,090,000

内藤環境管理(株)　本店 2,754,300

北二路上ポンプ場電線路更新実施設計委託
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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

3,400,000

3,480,000

調査基準価格(税抜)

(有)中島土木開発　本店

調整池草刈等委託（その２）

令和4年4月21日 契約金額（税込） 3,784,000

(株)中村植産造園　本店

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

－ 予定価格（税抜） －

水路維持管理委託（その１）

青木清掃(株)　本店

(有)エーアンドケイ　本店

3,480,000

(有)エーアンドケイ　本店 1,786,000

(有)中島土木開発　本店 1,750,000

渡辺工業(株)　本店 1,800,000

(株)山中土建工業　本店 3,520,000

高野戸川草刈委託

令和4年4月21日 契約金額（税込）

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)

青木清掃(株)　本店 1,850,000

調査基準価格(税抜)

3,200,000

－

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

予定価格（税抜） －

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)山中土建工業　本店

3,440,000

3,480,000

(有)エーアンドケイ　本店 3,555,000

(有)中島土木開発　本店 3,600,000

令和4年4月21日 契約金額（税込） 3,740,000

石川川草刈委託

令和4年4月21日 契約金額（税込） 1,925,000

(株)島村建設　本店 3,450,000

(株)玉企興産　本店 3,350,000

(有)中島土木開発　本店 3,380,000

(株)環境メディカル　本店

3,520,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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

(株)オンロード

(株)昭和綜合サービス

29,530,000

28,080,000

タカラビルメン（株） 9,720,000 辞退

(有)ライフ・サポート　桶川支店 6,120,000 6,012,000

旭ビル管理(株)　桶川営業所 6,500,000 辞退

(株)スリーアイ 6,300,000 6,119,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(有)三協ビル管理　桶川支店

(株)昭和綜合サービス

6,240,000 辞退

6,300,000 辞退

令和4年4月21日 契約金額（税込） 6,613,200

― 予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

タカラビルメン（株） 29,760,000

旭ビル管理(株)　桶川営業所 29,700,000

28,660,000

29,810,000

(株)エヌテックサービス

(株)ソシアルサービス

(株)スリーアイ 28,920,000

(有)中島土木開発　本店 1,400,000

保健センター施設管理業務委託

令和4年4月21日 契約金額（税込） 30,888,000

桶川公民館・加納公民館清掃業務委託（３６か月）

調査基準価格(税抜)

(有)エーアンドケイ　本店 1,360,000

－ 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）

市役所分庁舎樹木剪定等委託

令和4年4月21日 契約金額（税込） 1,430,000

(有)加藤建興　本店 1,430,000

(株)玉企興産　本店 1,300,000

― 予定価格（税抜） ―
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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

　

島村電業(株) 3,790,000

脇防災(株) 3,440,000

(有)エムケイ防災 3,330,000

坂戸防災(株)　埼玉中央営業所 3,570,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

小・中学校等消防用設備保守点検業務委託

令和4年4月21日 契約金額（税込） 3,663,000

― 予定価格（税抜） ―

三栄管理興業(株)　北本支店 3,500,000

タカマツ(株) 3,200,000

青木清掃(株) 3,280,000

(有)下水管理興業 3,400,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

小・中学校公共下水道点検及び清掃業務委託

令和4年4月21日 契約金額（税込） 3,520,000

― 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）

調査基準価格(税抜)

(株)エスコートランナー 辞退

(有)エムアンドエム 14,000

(有)協栄消毒　埼玉支店 51,000

アライグマ防除実施業務委託（単価契約）

令和4年4月21日 契約金額（税込） 15,400

― 予定価格（税抜） ―

(株)スリーアイ 3,500,000

(株)ソシアルサービス 3,410,000

(株)エヌテックサービス 3,359,160

極東ビル管理(株) 3,470,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

環境センター清掃業務委託

令和4年4月21日 契約金額（税込） 3,695,076

― 予定価格（税抜） ―

青木清掃(株) 25,000

1頭当たり
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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

　

落札望月印刷(株)

広報おけがわ印刷製本（単価契約）

令和4年4月21日 契約金額（税込） 15,401,628

(株)イマイ 2,082,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

熊谷通運(株)

14,001,480

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)

(株)アサヒコミュニケーションズ 16,209,480

(株)秀飯舎 14,973,000

(株)情報化ビジネス 辞退

(株)エコー宣伝印刷

関東図書(株)

(株)櫻井印刷所

14,674,920

15,229,680

辞退

1,399,200

佐川急便(株)　北関東支店

セイノースーパーエクスプレス(株)　美術輸送センター

辞退

2,068,000

桶川市広報「広報おけがわ」等配布業務委託

令和4年4月21日 契約金額（税込） 1,539,120

― 予定価格（税抜） ―

(株)メディブレーン 1,680,620

(株)オークス 1,655,862

(株)日本メディカ 2,128,880

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)ニチイ学館 1,533,780

― 予定価格（税抜） ―

国民健康保険診療報酬明細書点検業務委託

令和4年4月21日 契約金額（税込） 1,687,158
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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

　

五幸事務機(株) 9,600,000

富士通リース(株)　関東支店 辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

リコージャパン(株)　埼玉支社公共文教営業部 13,800

小・中学校校務用パソコン他借上げ等

令和4年4月21日 契約金額（税込） 344,544,200

(株)高砂屋書店

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ＮＥＣキャピタルソリューション(株)　関東支店 7,932,000

(株)ＪＥＣＣ 8,088,000

セキグチシステム販売(株) 辞退

富士通リース(株)　関東支店

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

リコーリース(株)関東支社 辞退

小・中学校印刷機借上げ（６０か月）

令和4年4月21日 契約金額（税込） 8,725,200

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株) 315,096,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ＮＥＣキャピタルソリューション(株)関東支店 辞退

ＮＴＴ・ＴＣリース(株)　関東支店 313,612,000

(株)大塚商会　ＬＡ事業部北関東ＬＡ販売課 辞退

キヤノンシステムアンドサポート(株)　埼玉中央営業部 辞退

(株)ＪＥＣＣ 313,222,000

東京センチュリー(株) 辞退

辞退

ドラゴン(株) 13,500

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)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)

モノクロプリンタ用トナー購入（単価契約）

令和4年4月21日 契約金額（税込） 14,850

辞退

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)　埼玉支社 辞退

1セット当たり
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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

ケミテック(株) 33,900

城山産業(株)埼玉支店 36,000

日伸化学(株) 33,500

リサイクルセンター用消臭剤の購入（単価契約）

令和4年4月21日 契約金額（税込） 35,200

(株)内田洋行　営業統括グループ 2,777,000

セキグチシステム販売(株) 4,646,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)アルカディア 辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

バイザー(株) 5,150,000

― 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）

(株)ウィズリサイクル 32,000

日通リース＆ファイナンス(株)東京支店 辞退

桶川市教育委員会学校情報メールシステム利用業務

令和4年4月21日 契約金額（税込） 3,054,700

セキグチシステム販売(株) 辞退

五幸事務機(株) 870,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ＮＥＣキャピタルソリューション(株)　関東支店 822,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

桶川東公民館印刷機借上げ（６０か月）

令和4年4月21日 契約金額（税込） 904,200

1缶当たり
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