
（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

㈲エーアンドケイ

大塚土木工業㈱ 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 1,670,000

㈱荒川工業 1,630,000

㈲エーアンドケイ 1,660,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 1,670,000

1,700,000 予定価格（税抜） 1,700,000

調査基準価格(税抜)

㈲中島土木開発 8,830,000

公共下水道２９－６工区管渠工事

平成29年6月22日 契約金額（税込） 1,760,400

㈱荒川工業 8,850,000

㈲加藤建興 8,600,000

8,750,000

8,500,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 8,800,000

8,727,000 予定価格（税抜） 8,727,000

7,267,500

調査基準価格(税抜)

㈲中島土木開発 1,920,000

市道５３０８号線道路改良工事

平成29年6月22日 契約金額（税込） 9,180,000

㈲エーアンドケイ 1,930,000

㈲加藤建興 1,880,000

㈱荒川工業 1,900,000

1,950,000 予定価格（税抜） 1,950,000

調査基準価格(税抜)

入入入入　　　　札札札札　　　　のののの　　　　結結結結　　　　果果果果　　　　のののの　　　　公公公公　　　　表表表表

平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年６６６６月入札執行分月入札執行分月入札執行分月入札執行分

市道５６４２号線指定修繕工事

平成29年6月22日 契約金額（税込） 2,030,400

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）
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（単位は円）

入入入入　　　　札札札札　　　　のののの　　　　結結結結　　　　果果果果　　　　のののの　　　　公公公公　　　　表表表表

平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年６６６６月入札執行分月入札執行分月入札執行分月入札執行分

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

㈱ヤマト測建 1,520,000

㈱東亜測量設計 1,500,000

二和測量設計㈱　桶川支店 1,550,000

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

1,540,000

1,640,000 予定価格（税抜） 1,640,000

調査基準価格(税抜)

㈱中村植産造園 700,000

家屋調査委託（２９－１）

平成29年6月22日 契約金額（税込） 1,620,000

㈱玉企興産 800,000

㈲中島土木開発 830,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱そうます 760,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱玉企興産 2,250,000

川田谷生涯学習センター植栽管理及び高木剪定委託

平成29年6月22日 契約金額（税込） 756,000

㈱加納工務店 2,270,000

田島建設㈱ 2,260,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 2,200,000

2,307,000 予定価格（税抜） 2,307,000

調査基準価格(税抜)

渡辺工業㈱ 6,480,000

桶川西放課後児童クラブ分室周辺整地工事

平成29年6月22日 契約金額（税込） 2,376,000

㈲エーアンドケイ 6,650,000

㈲中島土木開発 6,400,000

㈱島村建設

㈱清水建材工業

6,550,000

6,500,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 6,600,000

6,700,000 予定価格（税抜） 6,700,000

5,510,125

調査基準価格(税抜)

公共下水道２９－２工区管渠工事

平成29年6月22日 契約金額（税込） 6,912,000
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（単位は円）

入入入入　　　　札札札札　　　　のののの　　　　結結結結　　　　果果果果　　　　のののの　　　　公公公公　　　　表表表表

平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年６６６６月入札執行分月入札執行分月入札執行分月入札執行分

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

武蔵野環境整備㈱ 18,300,000 17,370,000

㈱トーニチ 17,450,000 17,000,000

都市管理サービス㈱ 19,100,000 辞退

㈱武田エンジニヤリング 19,200,000 辞退

㈱第一テクノ　関東支店 22,000,000 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

アクアイースト㈱ 19,500,000 辞退

調査基準価格(税抜)

東邦化研㈱ 765,000

東部工業団地内調整池排水施設他点検・清掃委託

平成29年6月22日 契約金額（税込） 18,360,000

㈱産業分析センター 1,100,000

㈱環境テクノ 800,000

― 予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

アルファー・ラボラトリー㈱ 788,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱光エンジニアリング 11,000,000

ダイオキシン類に係る作業環境測定分析業務委託

平成29年6月22日 契約金額（税込） 826,200

㈱関東工社 10,350,000

㈱日本設計コンサルタント 11,000,000

㈱コーセツコンサルタント　関東支店

10,300,000

10,000,000㈱シーエスエンジニアズ

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

10,180,000

10,900,000 予定価格（税抜） 10,900,000

調査基準価格(税抜)

管渠実施設計委託（２９－１）

平成29年6月22日 契約金額（税込） 10,800,000
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（単位は円）

入入入入　　　　札札札札　　　　のののの　　　　結結結結　　　　果果果果　　　　のののの　　　　公公公公　　　　表表表表

平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年６６６６月入札執行分月入札執行分月入札執行分月入札執行分

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

㈱武蔵不動産鑑定所 470,000

牧元不動産鑑定㈱ 438,000

永瀬不動産鑑定事務所 375,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

岩崎総合鑑定㈱ 390,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱村山設計 8,800,000

（仮称）道の駅おけがわ土地評価委託（２９－１）

平成29年6月22日 契約金額（税込） 405,000

㈲桑子建築設計事務所 8,980,000

㈲深谷建築設計工房 9,190,000

㈱高岡建築設計事務所 9,300,000

8,980,000㈱千葉構造設計コンサルタント

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱片渕設計事務所 8,950,000

9,196,000 予定価格（税抜） 9,196,000

調査基準価格(税抜)

日本環境クリアー㈱ 7,470,000

市立図書館・桶川公民館大規模改修工事監理業務委託

平成29年6月22日 契約金額（税込） 9,504,000

㈱ウォーターエージェンシー　埼玉営業所

7,700,000

㈱西原環境　北関東営業所 8,000,000

荏原商事㈱　関東支社 7,000,000

6,300,000荏原実業㈱　関東支社

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

昱㈱　北関東支店 6,750,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

東部工業団地内排水機場機械設備保守点検委託

平成29年6月22日 契約金額（税込） 6,804,000
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（単位は円）

入入入入　　　　札札札札　　　　のののの　　　　結結結結　　　　果果果果　　　　のののの　　　　公公公公　　　　表表表表

平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年６６６６月入札執行分月入札執行分月入札執行分月入札執行分

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

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱

1,992,000

ＮＴＴファイナンス㈱ 1,980,000

2,976,000

辞退

セコム㈱

東京センチュリー㈱

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

リコーリース㈱ 辞退

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上げ（６０か月）

平成29年6月22日 契約金額（税込） 2,138,400

富士通リース㈱ 22,008,000

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱

22,065,000

ＮＴＴファイナンス㈱ 辞退

日立キャピタル㈱ 辞退

ＪＡ三井リース㈱ 辞退

辞退

辞退

辞退

東京センチュリー㈱

日通商事㈱

日本教育情報機器㈱

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱
辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

リコーリース㈱ 辞退

パーソナルコンピュータ借上げ（６０か月）川田谷小学校・桶川西小学校

平成29年6月22日 契約金額（税込） 23,768,640

富士通リース㈱ 29,280,000

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱

29,155,500

ＮＴＴファイナンス㈱ 35,382,000

ＪＡ三井リース㈱ 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱
33,294,000

調査基準価格(税抜)

パーソナルコンピュータ借上げ（６０か月）桶川中学校・加納中学校

平成29年6月22日 契約金額（税込） 31,487,940

― 予定価格（税抜） ―

東京センチュリー㈱ 辞退

辞退

辞退

辞退

日通商事㈱

日本教育情報機器㈱

日立キャピタル㈱
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