
（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

950,000(不落随契）

㈱中村植産造園 1,250,000 1,120,000

㈱ガーデンプランナー 1,200,000 1,100,000

㈱玉企興産 1,300,000 1,180,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 1,280,000 1,190,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱中村植産造園 2,220,000

樹木剪定等委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 1,026,000

㈱ガーデンプランナー 2,200,000

㈱玉企興産 2,050,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱環境メディカル 1,990,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱中村植産造園 3,580,000 3,450,000

サイクリングロード等除草委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 2,149,200

㈱ガーデンプランナー 3,500,000 3,300,000

㈱そうます 3,550,000 3,350,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱環境メディカル 3,600,000 3,380,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈲三浦建工 3,940,000

市有地等除草委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 3,564,000

㈱島田鉄工建設 3,980,000

田島建設㈱ 4,056,000

㈱加納工務店 4,024,000

4,070,000 予定価格（税抜） 4,070,000

調査基準価格(税抜)

入　札　の　結　果　の　公　表

平成２９年５月入札執行分

主食提供に伴う公立保育所給食室改修工事

平成29年5月23日 契約金額（税込） 4,255,200

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

平成２９年５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

㈲中島土木開発 830,000

㈲加藤建興 880,000

㈱玉企興産 760,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 790,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈲中島土木開発 1,000,000

西部区画整理管内除草業務委託（２９－１）

平成29年5月23日 契約金額（税込） 820,800

㈲加藤建興 1,050,000

㈱玉企興産 950,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 990,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈲中島土木開発 1,400,000

旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場除草委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 1,026,000

㈲加藤建興 1,270,000

㈱玉企興産 1,350,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 1,300,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈲中島土木開発 1,820,000

東部都市下水路草刈等委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 1,371,600

㈱環境メディカル 1,600,000

㈱玉企興産 1,700,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲加藤建興 1,780,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

高野戸川除草委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 1,728,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

平成２９年５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㈱ヤマト測建 2,280,000

㈱東亜測量設計 2,350,000

二和測量設計㈱　桶川支店 2,370,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 2,380,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱ヤマト測建 4,460,000

公共下水道台帳作成委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 2,462,400

トーカイテック㈱ 4,600,000

二和測量設計㈱　桶川支店 4,500,000

㈱関東工社 4,200,000

㈱シーエスエンジニアズ 4,600,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 4,500,000

4,700,000 予定価格（税抜） 4,700,000

調査基準価格(税抜)

㈱光エンジニアリング 6,100,000

市道３４９９号線第２工区道路実施設計委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 4,536,000

㈱シーエスエンジニアズ 6,100,000

トーカイテック㈱ 6,100,000

㈱関東工社 5,800,000

㈱コーセツコンサルタント　関東支店 6,150,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 5,970,000

6,300,000 予定価格（税抜） 6,300,000

調査基準価格(税抜)

管渠実施設計委託（２９－２）

平成29年5月23日 契約金額（税込） 6,264,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

平成２９年５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㈱村山設計 4,600,000

㈲深谷建築設計工房 4,800,000

㈱丸田一級建築士設計事務所 4,750,000

㈲桑子建築設計事務所 4,880,000

東武建築企画㈱ 4,780,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱片渕設計事務所 4,920,000

4,777,000 予定価格（税抜） 4,777,000

調査基準価格(税抜)

㈱村山設計 5,180,000

桶川東中学校老朽化対策工事監理業務委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 4,968,000

㈱細田設計 5,780,000

㈱松下設計 4,900,000

㈱千葉構造設計コンサルタント 5,100,000

㈲深谷建築設計工房 4,990,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱高岡建築設計事務所 5,280,000

4,976,000 予定価格（税抜） 4,976,000

調査基準価格(税抜)

㈱ヤマト測建 980,000

加納小学校老朽化対策工事監理業務委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 5,292,000

㈱シティープラン 辞退

二和測量設計㈱　桶川支店 1,030,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 1,030,000

1,337,000 予定価格（税抜） 1,337,000

調査基準価格(税抜)

№１３９遺跡・№１４０遺跡杭打ち測量委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 1,058,400
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

平成２９年５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

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

荏原実業㈱　関東支社 4,400,000

㈱第一テクノ　関東支店 4,460,000

昱㈱　北関東支店 4,450,000

荏原商事㈱　関東支社 4,200,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

芝川ポンプ場汚水ポンプ交換工事

平成29年5月23日 契約金額（税込） 4,536,000

4,500,000 予定価格（税抜） 4,500,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

不調

予定価格（税抜）

調査基準価格(税抜)

富士電気工業㈱ 9,900,000

桶川市新庁舎再生可能エネルギー設備工事（その２）

平成29年5月23日 契約金額（税込）

中央電工㈱ 9,770,000

深井電気㈱ 12,400,000

三光電気工事㈱ 9,880,000

島村電業㈱ 9,970,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱エコー 10,500,000

14,190,000 予定価格（税抜） 14,190,000

8,398,000 調査基準価格(税抜)

桶川市新庁舎再生可能エネルギー設備工事（その３）

平成29年5月23日 契約金額（税込） 10,551,600
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

平成２９年５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

㈱スリーアイ 1,920,000

㈲ライフ・サポート 1,730,000

㈱カネエイ 1,950,000

埼玉総合ビル管理㈱ 1,880,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

学校給食室洗浄業務委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 1,868,400

― 予定価格（税抜） ―

常陽メンテナンス㈱ 6,650,000

㈱スリーアイ 6,700,000

㈱エヌテックサービス 6,900,000

㈱オンロード 6,800,000

青木清掃㈱ 6,600,000

旭ビル管理㈱ 6,300,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

桶川駅自由通路等清掃業務委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 6,804,000

― 予定価格（税抜） ―

三栄管理興業㈱ 2,500,000

タカマツ㈱ 2,600,000

青木清掃㈱ 2,550,000

彩美環境システム㈱　さいたま支店 2,620,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

道路清掃委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 2,700,000

― 予定価格（税抜） ―
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

平成２９年５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

㈱大和速記情報センター 19,200

㈱会議録センター 18,500

神戸綜合速記㈱ 19,600

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱会議録研究所 19,500

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

公益財団法人 埼玉県健康づくり事業団 辞退

会議録作成委託（単価契約）

平成29年5月23日 契約金額（税込） 1時間当たり18,500円（消費税相当額を含まない）

医療法人 クレモナ会 5,800

医療法人財団 健隆会 戸田中央総合健康管理センター 4,500

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

職員定期健康診断業務委託（単価契約）

平成29年5月23日 契約金額（税込） 1人当たり4,500円（消費税相当額を含まない）

― 予定価格（税抜） ―

㈱文化財ユニオン 辞退

㈱武蔵文化財研究所 4,600,000

㈱芸匠 4,780,000

㈱東都文化財保存研究所 4,300,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

後谷遺跡出土品保存修理委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 4,644,000

― 予定価格（税抜） ―

富士通㈱ 辞退

㈱両毛システムズ 辞退

㈱ジーシーシー 5,100,000

㈱フューチャーイン 9,780,000

㈱内田洋行 辞退

㈱ぎょうせい 8,696,500

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

公共下水道事業企業会計システム導入委託

平成29年5月23日 契約金額（税込） 5,508,000

― 予定価格（税抜） ―
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

平成２９年５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

㈱ホンダカーズ埼玉 1,039,239

※入札金額には消費税等が非課税の諸費用を含みます。

㈱関東マツダ 1,082,737

埼玉日産自動車㈱ 979,776

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

上尾三菱自動車販売㈱ 1,217,038

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

不二薬品産業㈱ 2,572,500

軽自動車購入

平成29年5月23日 契約金額（税込） 1,057,912

城山産業㈱ 2,536,600

直治薬品㈱ 2,611,500

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲天沼ドラックストアー 2,339,600

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱会議録センター 1,973,400

平成２９年度プール用薬剤購入

平成29年5月23日 契約金額（税込） 2,526,768

㈲岡村印刷 1,639,560

オフィス秀美 1,796,600

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱アサヒコミュニケーションズ 1,911,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱大和速記情報センター 15,300

おけがわ市議会だより印刷

平成29年5月23日 契約金額（税込） 1,770,724

㈱会議録センター 14,700

神戸綜合速記㈱ 15,700

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱会議録研究所 15,500

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

委員会会議録作成委託（単価契約）

平成29年5月23日 契約金額（税込） 1時間当たり14,700円（消費税相当額を含まない）
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

平成２９年５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

㈱雄飛堂 25,800,000

㈱フレーベル館 辞退

細田農機㈱ 辞退

トッパン・フォームズ㈱ 26,020,400

㈱久永 28,000,000

㈱高砂屋書店 19,780,000

テルウェル東日本㈱ 26,265,000

石山商工㈱ 19,950,000

キヤノンシステムアンドサポート㈱ 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

朝日教育㈱ 25,000,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

桶川市新庁舎書庫電動式移動棚購入

平成29年5月23日 契約金額（税込） 21,362,400
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