
（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

㈲桑子建築設計事務所

東武建築企画㈱

5,280,000

8,000,000

㈱ユニ・アート設計事務所 9,750,000

㈲深谷建築設計工房 4,780,000

㈱村山設計 6,850,000

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７７７７月入札執行分月入札執行分月入札執行分月入札執行分

ごみ焼却施設排ガス分析計等点検整備工事

平成29年7月24日 契約金額（税込） 2,419,200

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱ウィズウェイストジャパン 2,800,000

2,890,000 予定価格（税抜） 2,890,000

調査基準価格(税抜)

テスコ㈱ 2,240,000

桶川西中学校老朽化対策工事設計業務委託

平成29年7月24日 契約金額（税込） 5,292,000

エコサービス㈱ 2,710,000

城山産業㈱　埼玉支店 2,600,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱総合計画 8,000,000

7,259,000 予定価格（税抜） 7,259,000

調査基準価格(税抜)

㈱村山設計 7,400,000

桶川西小学校老朽化対策工事設計業務委託

平成29年7月24日 契約金額（税込） 5,162,400

㈱千葉構造設計コンサルタント 6,500,000

㈱宮下設計事務所 4,900,000

6,480,000

5,800,000

㈲深谷建築設計工房

㈱丸田一級建築士設計事務所

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱牛島建築設計事務所 5,100,000

7,174,000 予定価格（税抜） 7,174,000

調査基準価格(税抜)
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平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年７７７７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

㈱高岡建築設計事務所

㈱第一建築設計事務所

7,880,000

8,150,000

川田谷小学校老朽化対策工事設計業務委託

平成29年7月24日 契約金額（税込） 6,307,200

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱アルク設計事務所 9,000,000

7,142,000 予定価格（税抜） 7,142,000

調査基準価格(税抜)

㈱村山設計 7,300,000

桶川小学校老朽化対策工事設計業務委託

平成29年7月24日 契約金額（税込） 4,111,560

㈱片渕設計事務所 5,840,000

㈱松下設計 6,200,000

㈱コプラン設計事務所

㈲深谷建築設計工房

6,900,000

6,800,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱井上建築工学設計事務所 3,807,000

6,704,000 予定価格（税抜） 6,704,000

調査基準価格(税抜)

㈱村山設計 7,910,000

庚申橋外５橋橋梁補修設計業務委託

平成29年7月24日 契約金額（税込） 7,560,000

㈲深谷建築設計工房 7,150,000

㈱細田設計 8,980,000

7,400,000 予定価格（税抜） 7,400,000

調査基準価格(税抜)

開発虎ノ門コンサルタント㈱　埼玉事務所

㈱橋梁コンサルタント　さいたま事務所

7,000,000

7,400,000

セントラルコンサルタント㈱　北関東営業所

7,800,000

大日本コンサルタント㈱　関東支社
8,200,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

新日本設計㈱　関東事務所 7,400,000

㈱長大　さいたま事務所 7,400,000
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平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年７７７７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

2,300,000 予定価格（税抜） 2,300,000

調査基準価格(税抜)

高野戸橋橋梁補修設計業務委託

平成29年7月24日 契約金額（税込） 2,376,000

新日本設計㈱　関東事務所 2,200,000

セントラルコンサルタント㈱　北関東営業所

2,290,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

開発虎ノ門コンサルタント㈱　埼玉事務所

2,500,000

1,300,000㈱東亜測量設計

㈱パスコ　さいたま支店 2,400,000

坂田西４号公園児童遊園地整備工事実施設計業務委託

平成29年7月24日 契約金額（税込） 1,296,000

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

1,200,000

1,295,000 予定価格（税抜） 1,295,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱協和地質コンサルタント　さいたま市事務所

3,300,000

3,800,000 予定価格（税抜） 3,800,000

調査基準価格(税抜)

㈱ヤマト測建 1,240,000

地質調査委託（２９－１）

平成29年7月24日 契約金額（税込） 3,240,000

二和測量設計㈱　桶川支店 1,290,000

昭和試錐㈱ 3,150,000

光洋土質調査㈱　桶川支店 3,100,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

服部地質調査㈱ 3,000,000

河川水質汚濁調査分析業務委託

平成29年7月24日 契約金額（税込） 696,600

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱環境総合研究所 645,000

東邦化研㈱ 700,000

㈱環境テクノ 652,000

㈱熊谷環境分析センター 660,000
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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

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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入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

4,800,000㈱エイト日本技術開発

市民意識調査委託

平成29年7月24日 契約金額（税込） 2,538,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱アイアールエス 2,370,000

― 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）

医療法人 クレモナ会 16,500 14,800

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱ＪＴＢ関東 2,472,155

平成２９年度桶川市特定保健指導業務委託（単価契約）

平成29年7月24日 契約金額（税込）

14,800円（消費税相当額を含まない）

㈱サーベイリサーチセンター 2,350,000

21,00021,000㈱現代けんこう出版

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)

㈱パーソンアンドパーソンスタッフ
辞退

議場映像音響備品一式購入

平成29年7月24日 契約金額（税込）

日本健保㈱ 辞退

調査基準価格(税抜)

小・中学校児童生徒用机・椅子購入

平成29年7月24日 契約金額（税込） 1,436,400

― 予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

朝日教育㈱ 1,600,000 辞退

細田農機㈱ 1,368,000 1,330,000

㈲鴻文堂書店 1,568,000 辞退

㈱高砂屋書店 1,568,000 辞退

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。

動機付け支援単価

１人当たり
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