
（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

浅見工業㈱ 20,500,000

22,000,000

22,700,000

大塚土木工業㈱

㈱島村建設

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 7,520,000

7,770,000 予定価格（税抜） 7,770,000

6,409,000 調査基準価格(税抜)

渡辺工業㈱ 8,500,000

市道１５８４号線道路改良工事

平成29年8月29日 契約金額（税込） 8,046,000

㈲エーアンドケイ 8,750,000

㈲中島土木開発 8,900,000

9,400,000

9,000,000

㈲加藤建興

㈱島村建設

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 8,600,000

8,964,000 予定価格（税抜） 8,964,000

7,324,166 調査基準価格(税抜)

渡辺工業㈱ 21,500,000

市道３２１８号線道路改良工事

平成29年8月29日 契約金額（税込） 9,180,000

㈱清水建材工業 21,000,000

㈱山中土建工業 19,700,000

青木清掃㈱ 18,400,000

18,940,000 予定価格（税抜） 18,940,000

15,640,000 調査基準価格(税抜)

入　札　の　結　果　の　公　表

平成２９年８月入札執行分

桶川市新庁舎外構工事

平成29年8月29日 契約金額（税込） 19,872,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ

㈲加藤建興

7,650,000

7,680,000

渡辺工業㈱ 7,800,000

㈱島村建設 7,800,000

㈲中島土木開発 7,450,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

平成２９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

㈱山英 4,150,000

埼玉交通安全㈱ 4,170,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

4,309,000 予定価格（税抜） 4,309,000

調査基準価格(税抜)

㈱ウエスト工業

交通産業㈱

4,090,000

4,100,000

㈲中島土木開発 2,350,000

区画線等設置工事（２９－２）

平成29年8月29日 契約金額（税込） 4,417,200

㈲加藤建興 2,380,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 2,320,000

2,420,000 予定価格（税抜） 2,420,000

調査基準価格(税抜)

渡辺工業㈱ 6,850,000

扇橋橋梁補修工事

平成29年8月29日 契約金額（税込） 2,505,600

㈲エーアンドケイ 6,800,000

㈲中島土木開発 6,950,000

㈲加藤建興

㈱島村建設

6,900,000

6,900,000

第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 7,000,000

7,050,000 予定価格（税抜） 7,050,000

5,833,125 調査基準価格(税抜)

㈲エーアンドケイ 2,350,000

市道４４７１号線道路改良工事

平成29年8月29日 契約金額（税込） 7,344,000

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

平成２９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

㈱関東工社 5,380,000

5,500,000㈱シーエスエンジニアズ

㈱ヤマト測建 5,200,000

二和測量設計㈱ 桶川支店 5,350,000

㈱東亜測量設計 5,300,000

中央電工㈱ 辞退

公共下水道台帳（雨水）電子化業務委託

平成29年8月29日 契約金額（税込） 5,616,000

島村電業㈱ 辞退

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 5,330,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

4,190,000㈱ＥＡＣＨ

㈱ミライト 埼玉営業所 辞退

桶川市新庁舎電気自動車充電設備工事

平成29年8月29日 契約金額（税込） 4,525,200

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲アカシ電業 4,200,000

4,200,000 予定価格（税抜） 4,200,000

調査基準価格(税抜)

東日本電信電話㈱ ビジネス&オフィス営業推進本部埼玉法人 辞退

富士通ネットワークソリューションズ㈱ 関東支店 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ＮＥＣフィールディング㈱ 埼玉支店 辞退

神田通信機㈱ 北関東支店 辞退

28,500,000

辞退

日本テクニカル・サービス㈱ 北関東支社

パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 関越社

39,600,000 予定価格（税抜） 39,600,000

24,225,000 調査基準価格(税抜)

桶川市新庁舎会議室ＡＶ設備等工事

平成29年8月29日 契約金額（税込） 30,780,000
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（単位は円）
入　札　の　結　果　の　公　表

平成２９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

セコム㈱ 5,080,200

東邦化研㈱ 1,352,000

コンビニエンスストア設置ＡＥＤ借上げ（６０か月）

平成29年8月29日 契約金額（税込） 5,002,560

㈱熊谷環境分析センター 1,300,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ＮＴＴファイナンス㈱

5,046,000フクダ電子西関東販売㈱

リコーリース㈱ 6,264,000

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ 4,683,000

4,632,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

1,608,000㈱環境テクノ

自動車騒音等測定調査業務委託

平成29年8月29日 契約金額（税込） 1,339,200

㈱東亜測量設計 900,000

二和測量設計㈱ 桶川支店 890,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱環境総合研究所 1,240,000

― 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）

㈱オカマツエンヂニアリング 桶川支店 900,000

㈱ヤマト測建 860,000

調査基準価格(税抜)

市道１－３号線道路実施設計業務委託

平成29年8月29日 契約金額（税込） 928,800

921,000 予定価格（税抜） 921,000
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