
（単位は円）
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入　  札　  日
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最低制限価格(税抜)
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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
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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

(有)中島土木開発 本店 5,400,000

2,817,000 予定価格（税抜） 2,817,000

調査基準価格(税抜)

渡辺工業(株) 本店 6,000,000

5,750,000

2,720,000

調査基準価格(税抜)

6,360,000

5,665,000 調査基準価格(税抜)

(株)荒川工業 本店 5,900,000

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。　　

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

5,900,000

(株)島村建設 本店

(有)中島土木開発 本店

5,448,000 予定価格（税抜）

契約金額（税込） 5,830,000

5,448,000

4,880,000

市道4498号線側溝整備工事

令和4年9月30日

5,300,000

5,630,000

(有)エーアンドケイ　本店

(有)加藤建興 本店

(株)島村建設 本店

― 予定価格（税抜） ―

― 調査基準価格(税抜)

(有)エーアンドケイ 本店

(有)加藤建興 本店

5,800,000

6,000,000

舗装本復旧工事（R4-1）

令和4年9月30日 契約金額（税込） 6,325,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

6,360,000 予定価格（税抜）

入　札　の　結　果　の　公　表

令和４年９月入札執行分

北二路上ポンプ場電気設備更新工事

― 契約金額（税込） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(有)中島土木開発 本店 2,720,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)荒川工業　本店 5,450,000

5,350,000

(有)エーアンドケイ 本店

(有)加藤建興 本店

渡辺工業(株) 本店 5,400,000

市道2080号線外1路線安全対策工事

令和4年9月30日 契約金額（税込） 2,948,000

(株)荒川工業 本店 2,680,000

2,800,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４年９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

4,440,000

4,280,000

第　２　回（税抜）

(株)環境メディカル 本店 820,000

(株)ヤマト測建 本店 3,420,000

殿山緑地更新伐業務委託

令和4年9月30日

調査基準価格(税抜)

4,520,000

(株)二和 桶川支店

第　１　回（税抜）

調査基準価格(税抜)

(株)そうます 本店

(株)玉企興産 本店

予定価格（税抜） ―

業　者　名

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

(株)環境メディカル 本店

桶川市道路台帳補正業務委託（エリア１）

3,600,000

(株)そうます 本店

業　者　名 第　１　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

3,600,000

3,650,000

契約金額（税込） 4,708,000

―

4,400,000

桶川市道路台帳補正業務委託（エリア２）

令和4年9月30日 契約金額（税込） 3,762,000

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 3,750,000

業　者　名

令和4年9月30日

792,000令和4年9月30日 契約金額（税込）

770,000(株)玉企興産 本店

720,000(株)中村植産造園 本店

860,000

予定価格（税抜） ――

契約金額（税込） 3,960,000

3,840,000

(株)東亜測量設計 本店 3,500,000

(株)東亜測量設計 本店

(株)二和 桶川支店

調査基準価格(税抜)

(株)オカマツエンヂニアリング 桶川支店

(株)ヤマト測建 本店

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

庁舎植栽管理委託

(株)中村植産造園 本店

3,700,000

第　２　回（税抜）
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

令和４年９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

　

Ｄｙｎａｂｏｏｋ(株) 北関東支店

5,552,800(株)テレビ埼玉

令和4年9月30日 契約金額（税込） 5,555,000

― 予定価格（税抜） ―

(株)フラワーコミュニティ放送 6,380,000

内部情報系パソコン用ソフトウェア購入

令和4年9月30日 契約金額（税込） 3,051,928

業　者　名

辞退

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 2,774,480

リコージャパン(株) マーケティング本部　埼玉支社 2,776,000

(株)デジタルスキップステーション 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

合同会社映像工房たまき 辞退

― 予定価格（税抜） ―

桶川飛行学校平和祈念館映像制作業務委託

5,050,000

辞退

(株)情報技術

(株)チェリービー

調査基準価格(税抜)

調査基準価格(税抜)

(株)日立システムズ 関東甲信越支社 8,000,000
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