
（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

　

(有)エーアンドケイ　本店

(有)加藤建興　本店

8,950,000

9,453,000 　

渡辺工業(株)　本店 9,200,000 　

市道1197号線ほか1路線区画線等設置工事

令和4年6月24日 契約金額（税込） 3,289,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

3,153,000 予定価格（税抜） 3,153,000

調査基準価格(税抜)

(株)ウエスト工業　本店 2,990,000

(株)パスコ　さいたま支店 11,700,000

(株)長大　北関東支店 11,800,000

ライン企画工業(株)　本店 3,000,000

3,016,000

3,060,000

交通産業(株)　本店

坂戸防災(株)　埼玉中央営業所

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

入　札　の　結　果　の　公　表

令和４年６月入札執行分

市道1232号線通学路安全対策工事

令和4年6月24日 契約金額（税込） 9,680,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)荒川工業　本店 9,000,000 　

9,069,000 予定価格（税抜） 9,069,000

8,119,000 調査基準価格(税抜)

目沢排水路流域調査委託

令和4年6月24日 契約金額（税込） 12,650,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)エイト日本技術開発　北関東支店 12,390,000

(株)島村建設　本店

(有)中島土木開発　本店

8,800,000 　

9,000,000 　

11,800,000

15,000,000

11,500,000

(株)オオバ　北関東支店

(株)オリエンタルコンサルタンツ　埼玉事務所

セントラルコンサルタント(株)　北関東営業所
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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

9,800,000

5,900,000

8,300,000

8,200,000

トーカイテック(株)　本店

トーカイテック(株)　本店

(株)二和　桶川支店

武州測量(株)　鴻巣支店

(株)日本設計コンサルタント　本店

(株)光エンジニアリング　本店

【一抜け方式：Ａグループ】
高野戸川浚渫工事実施設計委託

【一抜け方式：Ｂグループ】
市道3011号線外2路線道路詳細設計業務委託

令和4年6月24日 契約金額（税込） 8,690,000

第　２　回（税抜）

9,515,000 予定価格（税抜） 9,515,000

調査基準価格(税抜)

(株)アドバンス　本店 8,100,000

業　者　名 第　１　回（税抜）

5,690,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)関東工社　本店 5,600,000

9,825,000 予定価格（税抜） 9,825,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)関東工社　本店 9,850,000

9,650,000

9,600,000

10,200,000

(株)コーセツコンサルタント　関東支店

埼玉コンサルタント(株)　上尾支社

(株)シーエスエンジニアズ　本店

【一抜け方式：Ａグループ】
江川流域水路浚渫工事実施設計委託

令和4年6月24日 契約金額（税込） 10,340,000

9,400,000

予定価格（税抜） 5,897,000

調査基準価格(税抜)

(株)日本設計コンサルタント　本店

5,897,000

契約金額（税込） 6,160,000

(株)光エンジニアリング　本店 9,800,000

令和4年6月24日

(株)東亜測量設計　本店

(株)ヤマト測建　本店

7,900,000

8,100,000

(株)ワールドリサーチ　鴻巣営業所 8,400,000

(株)オカマツエンヂニアリング　桶川支店

埼玉コンサルタント(株)　上尾支社

8,240,000

8,050,000

(株)新日本エグザ　本店 9,690,000

6,000,000

5,800,000

5,800,000

6,100,000

(株)コーセツコンサルタント　関東支店

埼玉コンサルタント(株)　上尾支社

(株)シーエスエンジニアズ　本店

一抜け

(株)新日本エグザ　本店
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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

9,800,000

9,000,000

4,700,000

トーカイテック(株)　本店

(株)オカマツエンヂニアリング　桶川支店

埼玉コンサルタント(株)　上尾支社

(株)東亜測量設計　本店

武州測量(株)　鴻巣支店

共和コンサルタント(株)　本店

5,390,000 予定価格（税抜） 5,390,000

調査基準価格(税抜)

令和4年6月24日 契約金額（税込） 9,460,000

(株)ワールドリサーチ　鴻巣営業所 4,600,000

9,240,000 予定価格（税抜） 9,240,000

4,470,000

一抜け

桶川駅東口駅前広場電線共同溝詳細設計業務委託

【一抜け方式：Ｂグループ】
市道１１－１号線道路詳細設計業務委託

令和4年6月24日 契約金額（税込） 4,895,000

4,600,000

9,090,000

(株)吹上技研コンサルタント　さいたま営業所

(株)ヤマト測建　本店

日本設計(株)　埼玉営業所 8,600,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)アドバンス　本店 4,450,000

(株)二和　桶川支店 4,600,000

4,600,000(株)ヤマト測建　本店

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)オカマツエンヂニアリング　桶川支店

(株)八州　北関東支社 8,480,000

9,500,000(株)パスコ　さいたま支店

日本工営(株)　北関東事務所 8,800,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

応用地質(株)　東京事務所 5,950,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

大規模盛土造成地変動予測調査委託（第二次スクリーニング調査）

9,000,000

9,200,000

10,000,000

16,000,000

国際航業(株)　埼玉支店

(株)日本インシーク　埼玉支店

令和4年6月24日 契約金額（税込） 6,545,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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

7,500,000

7,350,000

新日本設計(株)　関東事務所

(株)なドマン技術研究所　本店

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

令和4年6月24日 契約金額（税込） 3,520,000

(株)シーエスエンジニアズ　本店

4,300,000

4,450,000

(株)関東工社　本店 4,100,000

(株)コーセツコンサルタント　関東支店 4,500,000

橋梁等点検業務委託

令和4年6月24日 契約金額（税込） 7,920,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

4,539,000 予定価格（税抜） 4,539,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

開発虎ノ門コンサルタント(株)　埼玉事業所 7,200,000

ピーシー技研(株)　本店 7,380,000

共和コンサルタント(株)　本店 7,400,000

(株)シーエスエンジニアズ　本店 3,580,000

3,300,000

調査基準価格(税抜)

埼玉コンサルタント(株)　上尾支社

舎人調整池等浚渫工事実施設計委託

令和4年6月24日 契約金額（税込） 4,510,000

(株)日本設計コンサルタント　本店 7,420,000

埼玉コンサルタント(株)　上尾支社

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

3,340,000 予定価格（税抜） 3,340,000

東部都市下水路浚渫事業実施設計委託

(株)関東工社　本店

(株)コーセツコンサルタント　関東支店

3,200,000

3,400,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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

　

7,800,000

7,180,000

10,000,000

辞退

3,780,000

(有)深谷建築設計工房　本店

(株)細田設計　本店

(株)高岡建築設計事務所　本店

(株)千葉構造設計コンサルタント　本店

ＳＢＳロジコム(株)

大宮通運(株)

10,670,000

7,040,000

(株)松下設計　本店 9,700,000

(株)丸田一級建築士設計事務所　本店 12,150,000

熊谷通運(株) 1,959,000

東武デリバリー(株) 辞退

契約金額（税込）

(株)村山設計　本店 9,985,000

(株)第一建築設計事務所　本店

予定価格（税抜） 6,903,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

10,800,000

桶川駅東口駅前広場シェルター詳細設計業務委託

令和4年6月24日

2,154,900

いずみの学園新築工事設計業務委託

令和4年6月24日 契約金額（税込）

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

9,977,000 予定価格（税抜） 9,977,000

調査基準価格(税抜)

(株)第一建築設計事務所　本店 7,000,000

調査基準価格(税抜)

11,000,000

6,903,000

(有)深谷建築設計工房　本店 6,400,000

(株)松下設計　本店 7,000,000

(株)アズコムデータセキュリティ 2,652,000

－ 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)村山設計　本店 6,590,000

川田谷図書館図書等保管委託

令和4年6月24日 契約金額（税込）

(株)日立物流関東　機工営業部 1,980,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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

　

111,528,000

111,804,000

辞退

(株)ＪＥＣＣ

東京センチュリー(株)

日本情報システム(株)

― 予定価格（税抜） ―

図書館システム機器等借上げ（６０か月）

令和4年6月24日 契約金額（税込） 121,898,040

マイナンバーカードオンライン申請補助端末等借上げ（60か月）

調査基準価格(税抜)

令和4年6月24日 契約金額（税込） 765,600

― 予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

リコーリース(株)　関東支社 辞退

ＮＥＣキャピタルソリューション(株)　関東支店 110,946,000

112,200,000

辞退

ＮＴＴ・ＴＣリース(株)　関東支店

三菱電機クレジット(株)

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株) 辞退

ＮＥＣキャピタルソリューション(株)　関東支店 702,000 　

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)ＪＥＣＣ

ＦＬＣＳ(株)　関東支店

696,000 　

辞退 　

複写機用紙購入（単価契約）

令和4年6月24日 契約金額（税込） 6,742,472

― 予定価格（税抜） ―

リコーリース(株)　関東支社 辞退 　

教育産業(株) 6,286,160

(株)高砂屋書店 6,129,520

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)ヒラノ 6,760,500

溝口洋紙(株) 6,758,800

(株)大塚商会ＬＡ事業部北関東ＬＡ販売課　

ＦＬＣＳ(株)　関東支店

辞退

110,816,400

6,195,400(有)鴻文堂書店
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

　

　

落札

※入札金額には消費税等が非課税の諸費用を含みます。

(有)伊藤肇自動車 3,436,756

庁用車購入

令和4年6月24日 契約金額（税込） 3,287,884

― 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)

埼玉トヨタ自動車(株)　桶川店 3,287,884

埼玉日産自動車(株)　桶川べにばな店 3,728,068

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

地域福祉活動センターカーテン等一式購入

令和4年6月24日 契約金額（税込） 1,338,700

― 予定価格（税抜） ―

(資)山口呉服店 1,538,000

(株)山波 1,477,745

(株)エミタス 1,217,000

日特化学工業(有) 1,585,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

地域福祉活動センター音響機器等備品一式購入

令和4年6月24日 契約金額（税込） ―

― 予定価格（税抜） ―

桶川飛行学校平和祈念館仮設トイレ借上げ

令和4年6月24日 契約金額（税込） 539,000

本案件について、入札参加者の数が２に満たないため、入札を中止といたしました。

― 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)ナガワ　埼玉営業所 660,000

ユアサマクロス(株) 490,000

コーエィ(株)Ｅ・Ｃ事業部　さいたま営業所 780,000

ベクセス(株)　埼玉事業所 542,052
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