
（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

島村電業㈱ 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 3,330,000

3,421,000 予定価格（税抜） 3,421,000

調査基準価格(税抜)

小針領家地区排水路蓋架け工事（その１）

平成29年9月29日 契約金額（税込） 3,564,000

㈲エーアンドケイ 3,910,000

㈲中島土木開発 3,880,000

3,900,000㈲加藤建興

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 3,860,000

3,960,000 予定価格（税抜） 3,960,000

調査基準価格(税抜)

中央電工㈱ 4,500,000

市道５３７５号線道路改良工事

平成29年9月29日 契約金額（税込） 4,168,800

新日本瓦斯㈱ 辞退

㈱イーアス 4,370,000

4,540,000 予定価格（税抜） 4,540,000

調査基準価格(税抜)

入　札　の 結 果 の 公 表

平成２９年９月入札執行分

リサイクルセンタースポットクーラー設置工事

平成29年9月29日 契約金額（税込） 4,719,600

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ

㈲加藤建興

3,350,000

3,300,000

㈲中島土木開発 3,380,000
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成２９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
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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

㈱ヤマト測建 1,200,000

二和測量設計㈱　桶川支店 1,200,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

1,324,000 予定価格（税抜） 1,324,000

調査基準価格(税抜)

㈱関東工社

㈱シーエスエンジニアズ

1,150,000

1,280,000

㈱ヤマト測建 1,180,000

市道３４９９号線第２工区土質調査委託

平成29年9月29日 契約金額（税込） 1,242,000

二和測量設計㈱　桶川支店 1,240,000

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 1,230,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

―

調査基準価格(税抜)

№１３９遺跡・№１４０遺跡写真撮影業務委託

平成29年9月29日 契約金額（税込） 1,274,400

㈲エーアンドケイ 2,580,000

渡辺工業㈱ 2,500,000

㈲中島土木開発 2,650,000

㈱東亜測量設計 1,300,000

下日出谷西１号調整池浚渫委託

平成29年9月29日 契約金額（税込） 2,700,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 2,520,000

― 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

坂戸防災㈱　埼玉中央営業所 1,980,000

2,000,000㈲吉澤防災設備

脇防災㈱ 1,900,000

㈱トーニチコンサルタント　北関東事務所 3,300,000

桶川西小学校防災設備交換工事

平成29年9月29日 契約金額（税込） 2,052,000

セントラルコンサルタント㈱　北関東営業所 3,200,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

埼玉田中電気㈱ 辞退

2,176,000 予定価格（税抜） 2,176,000

調査基準価格(税抜)

3,000,000新日本設計㈱　関東事務所

㈱吉野アプレイザル 10,350,000

市道７３－１号線交差点現況調査業務委託

平成29年9月29日 契約金額（税込） 2,916,000

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 2,700,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

巧建業㈱　桶川支店 9,980,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱礎積算 10,400,000

㈱オーガニック国土計画 10,380,000

10,500,000

10,220,000

㈱塩崎テクノブレイン

㈱新日本エグザ

10,718,000 予定価格（税抜） 10,718,000

調査基準価格(税抜)

市道１１－１号線交差点改良に伴う建物等調査積算業務委託（Ｈ２９－１）

平成29年9月29日 契約金額（税込） 10,778,400
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成２９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）
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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

日本無線㈱

㈱エヌエイチケイアイテック

㈱大崎コンピュータエンヂニアリング

㈱会議録研究所

㈱会議録センター

ＴＯＡ㈱

辞退

辞退

33,500,000

25,800,000

辞退

24,500,000

㈱山中土建工業 1,650,000

№１３９・№１４０遺跡発掘調査埋戻し用重機借上げ

平成29年9月29日 契約金額（税込） 1,782,000

坂戸防災㈱ 1,495,900

ヤマト防災設備㈲ 1,503,100

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

浅見工業㈱

議場映像音響備品一式購入

16,000,000パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱

ヤマハサウンドシステム㈱ 辞退

㈱富士通マーケティング 辞退

辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

1,750,000大塚土木工業㈱

ＮＥＣネッツエスアイ㈱

平成29年9月29日 契約金額（税込） 17,280,000

田島建設㈱ 1,700,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

1,720,000

― 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）

㈲エムケイ防災 1,488,500

脇防災㈱ 1,478,500

調査基準価格(税抜)

非常食糧購入

平成29年9月29日 契約金額（税込） 1,596,780

― 予定価格（税抜） ―
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