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設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考
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事　  業　  名
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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

埼玉コンサルタント(株)　上尾支社

中央航業(株)　本店

(株)東亜測量設計　本店

5,450,000

5,450,000

5,600,000

(株)ヤマト測建　本店 5,350,000

(株)二和　桶川支店 5,500,000

都市計画基本図修正業務委託

令和4年7月22日 契約金額（税込） 2,090,000

市道75-2号線（愛宕東線）用地測量業務委託

令和4年7月22日 契約金額（税込） 5,885,000

2,600,000中央航業(株)　本店

(株)テイコク　さいたま営業所 8,000,000

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 5,480,000

5,597,000 予定価格（税抜） 5,597,000

調査基準価格(税抜)

入　札　の　結　果　の　公　表

令和４年７月２２日入札執行分

市民ホール音響設備更新工事

令和4年7月22日 契約金額（税込） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

4,519,000 予定価格（税抜） 4,519,000

調査基準価格(税抜)

7,700,000

7,730,000

共和コンサルタント(株)　本店

(株)日本設計コンサルタント　本店

新日本設計(株)　関東事務所

(株)なドマン技術研究所　本店

8,000,000

7,700,000

橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託

令和4年7月22日 契約金額（税込） 8,250,000

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)

1,900,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

(株)新日本エグザ　本店

開発虎ノ門コンサルタント(株)　埼玉事務所 7,500,000

業　者　名

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。　

辞退

ピーシー技研(株)　本店 7,700,000

第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

三和航測(株)　埼玉営業所
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入　札　の　結　果　の　公　表

令和４年７月２２日入札執行分
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備　　考
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入　  札　  日

設計金額（税抜）
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備　　考
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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

共和コンサルタント(株)　本店

2,000,000

2,200,000

2,200,000

3,620,000

(株)トリアド工房

(株)日展　東京支店

第一合成(株) 4,150,000

調査基準価格(税抜)

2,850,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(有)ウッドサークル 3,820,000

令和4年7月22日 契約金額（税込） 3,135,000

日本通運(株)　埼玉支店

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

大宮通運(株) 2,058,000

熊谷通運(株) 2,220,000

― 予定価格（税抜） ―

予定価格（税抜） 2,270,000

調査基準価格(税抜)

2,270,000

契約金額（税込） 2,200,000令和4年7月22日

第　２　回（税抜）

2,217,000 予定価格（税抜） 2,217,000

調査基準価格(税抜)

(株)片渕設計事務所　本店

(株)菅野建築設計事務所　本店

業　者　名

3,400,000

2,400,000

第　１　回（税抜）

桶川市歴史民俗資料館展示模型資料等の移動及び再設置等業務委託

(株)光エンジニアリング　本店

―

調査基準価格(税抜)

2,188,000

2,980,000 セイノースーパーエクスプレス(株)美術輸送センター　

総合福祉センター昇降機改修工事設計業務委託

令和4年7月22日 契約金額（税込） 2,288,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)関東工社　本店 2,250,000

管渠実施設計委託（Ｒ４－１）

(株)シーエスエンジニアズ　本店

(有)桑子建築設計事務所　本店 2,080,000

(有)深谷建築設計工房　本店 辞退

川田谷生涯学習センター引越業務委託

令和4年7月22日 契約金額（税込） 2,263,800

― 予定価格（税抜）
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入　札　の　結　果　の　公　表

令和４年７月２２日入札執行分

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

事　  業　  名
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最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

令和4年7月22日 契約金額（税込） １回当たり　38,500

(有)エムケイ防災

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃(株)

65,000(有)下水管理興業

廃牛乳収集運搬業務委託（単価契約）

35,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

70,000タカマツ(株)

予定価格（税抜） ―

朝日教育(株)

(有)鴻文堂書店 6,312,000

市内小中学校・児童生徒配布用不織布マスク購入

調査基準価格(税抜)

3,934,750

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

調査基準価格(税抜)

(株)高砂屋書店

市内小中学校・児童生徒配布用感染予防品購入

令和4年7月22日 契約金額（税込） 4,912,314

(株)サンワールド

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)

3,318,557

(株)高砂屋書店

辞退

4,465,740

(株)臼井商店 4,891,800

教育産業(株)

脇防災(株) 4,466,725

3,016,870

4,378,855

(株)東栄 66,000

内部情報系パソコン用ソフトウェア購入

令和4年7月22日 契約金額（税込） ―

― 予定価格（税抜） ―

8,236,800

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

令和4年7月22日 契約金額（税込）

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。　
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