
（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

(株)ユーテック　本店 4,500,000

4,490,000

(有)エーアンドケイ　本店

(有)加藤建興　本店

7,100,000

7,000,000 　

1,811,000 予定価格（税抜） 1,811,000

調査基準価格(税抜)

渡辺工業(株)　本店 7,250,000 　

市民ホール音響設備更新工事

令和4年8月24日 契約金額（税込） 4,895,000

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)

4,450,000

(株)岡村電機　本店

深井電気(株)　本店

4,490,000 予定価格（税抜）

1,810,000

調査基準価格(税抜)

旧坂田西区画整理事務所解体工事

令和4年8月24日

4,462,000

(有)エーアンドケイ　本店

(株)玉企興産　本店

(有)加藤建興　本店

(株)そうます　本店

(有)中島土木開発　本店 4,460,000

駅西口公園遊具設置工事

令和4年8月24日 契約金額（税込） 1,980,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(有)エーアンドケイ　本店 1,806,000

1,807,500

入　札　の　結　果　の　公　表

令和４年８月入札執行分

市道4号線舗装修繕工事

令和4年8月24日 契約金額（税込） 7,700,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)荒川工業　本店 7,200,000 　

7,284,000 予定価格（税抜） 7,284,000

6,483,000 調査基準価格(税抜)

イーテクノス(株)　本店 4,500,000

契約金額（税込） 4,840,000

(株)玉企興産　本店 1,800,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)荒川工業　本店 4,450,000

4,490,000

4,400,000

(株)清水建材工業　本店

(有)中島土木開発　本店

7,100,000 　

7,180,000 　

1 / 4 ページ



（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

(株)東亜測量設計　本店

(株)二和　桶川支店

予定価格（税抜） 1,649,000

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

5,100,000

(株)ヤマト測建　本店 5,090,000

市道3416号線用地測量業務委託

令和4年8月24日

調査基準価格(税抜)

1,600,000

(株)二和　桶川支店

(株)東亜測量設計　本店

1,600,000

業　者　名 第　１　回（税抜）

5,100,000

5,100,000

契約金額（税込） 1,694,000

1,649,000

1,600,000

1,540,000

第　２　回（税抜）

5,145,000 予定価格（税抜） 5,145,000

調査基準価格(税抜)

川田谷生涯学習センター大規模改修工事監理業務委託

13,000,000

12,200,000

12,780,000

市道6271号線外2路線道路詳細設計業務委託

令和4年8月24日 契約金額（税込） 5,478,000

第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)片渕設計事務所　本店 12,900,000

業　者　名

予定価格（税抜） 12,634,00012,634,000

契約金額（税込） 13,420,000令和4年8月24日

(株)ヤマト測建　本店

12,980,000

(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

5,050,000

4,980,000

(株)第一建築設計事務所　本店

(有)深谷建築設計工房　本店

(株)細田設計　本店

(株)松下設計　本店

調査基準価格(税抜)

(株)アドバンス　本店

(株)村山設計　本店

13,100,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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）

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)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

1,500,000

調査基準価格(税抜)

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会

第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)環境総合研究所 1,350,000

令和4年度自動車騒音等測定調査業務委託

令和4年8月24日 契約金額（税込） 1,485,000

1,420,000(株)ヤマト測建　本店

業　者　名

1,500,000

1,500,000(株)二和　桶川支店

第　１　回（税抜）

調査基準価格(税抜)

第　２　回（税抜）

(株)オカマツエンヂニアリング　桶川支店 1,500,000

(株)東亜測量設計　本店

1,518,000 予定価格（税抜） 1,518,000

令和4年8月24日 契約金額（税込）

市道3417号線用地測量業務委託

(株)環境テクノ 1,620,000

農村広場倉庫解体工事監理業務委託

令和4年8月24日 契約金額（税込） 935,000

1,562,000

― 予定価格（税抜） ―

(株)村山設計　本店 980,000

業　者　名

東邦化研(株)

720,000

728,000

690,000

695,000

(株)環境総合研究所 730,000 700,000

(株)環境テクノ 788,000 715,000

令和4年度河川水質汚濁調査分析業務委託

令和4年8月24日 契約金額（税込） 759,000

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会

東邦化研(株) 1,600,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)菅野建築設計事務所　本店 1,200,000

910,000 予定価格（税抜） 910,000

調査基準価格(税抜)

980,000

850,000

(有)桑子建築設計事務所　本店

(有)深谷建築設計工房　本店
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４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(くじ)

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1,683,500

1,757,500

(株)中西製作所　北関東支店

日本給食設備(株)　埼玉営業所

(株)アライ

(株)高砂屋書店

辞退

7,887,000

日本データーサービス(株)　さいたま事務所 辞退

令和4年8月24日

ＮＴＴ・ＴＣリース(株)　関東支店

ＦＬＣＳ(株)　関東支店

(株)丸紅食器設備 1,850,000

調査基準価格(税抜)

7,170,000

―

令和4年8月24日 契約金額（税込） 動機付け支援単価 1人当たり　16,500

1,927,200

(株)パーソンアンドパーソンスタッフ 15,000

学校給食費管理システムハードウエア借上げ（６０か月）

令和4年8月24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)

契約金額（税込）

(株)ピーシーテレコム 7,920,000

ＮＥＣキャピタルソリューション(株)　関東支店

予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

7,266,000

小・中学校児童生徒用机・椅子購入

1,772,800

1,752,000

朝日教育(株) 2,112,000

辞退

調査基準価格(税抜)

(株)日本サポートサービス

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

令和4年度桶川市特定保健指導業務委託（単価契約）

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート(株)

医療法人クレモナ会

辞退

15,000

新日本厨機(株)　埼玉営業所 1,720,500

－ 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）

細田農機(株)　細田家具 1,795,000

学校給食用食器購入

令和4年8月24日 契約金額（税込） 1,851,850
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