
（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

田島建設㈱ 7,500,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

新井設備工事㈱ 9,980,000

8,899,000 予定価格（税抜） 8,899,000

7,395,000 調査基準価格(税抜)

朝日小学校プール循環配管改修工事

平成29年10月23日 契約金額（税込） 9,396,000

㈱加納工務店 1,480,000

田島建設㈱ 1,500,000

1,495,000㈱島田鉄工建設

第　２　回（税抜）

㈲赤山設備工業 1,520,000

1,529,000 予定価格（税抜） 1,529,000

調査基準価格(税抜)

㈲赤山設備工業 9,000,000

7,920,000 予定価格（税抜） 7,920,000

6,375,000 調査基準価格(税抜)

入　札　の 結 果 の 公 表

平成２９年１０月入札執行分

上日出谷宮公園トイレ設置工事

平成29年10月23日 契約金額（税込） 8,100,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲太宝設備

高橋住設㈱

8,950,000

8,700,000

㈲細井水道 8,900,000

今井建設㈱ 8,500,000

8,650,000㈱島田鉄工建設

㈱大木水道

岡野水道工業㈲

9,000,000

9,000,000

㈱山中土建工業 8,570,000

加納公民館防災倉庫設置工事

平成29年10月23日 契約金額（税込） 1,598,400

フォワード㈱ 10,200,000

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１０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

東日本総合計画㈱　関東支店 12,080,000

平成29年10月23日 契約金額（税込） 11,340,000

㈲中島土木開発 1,730,000

㈱八州　北関東支社 11,000,000

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)

朝日航洋㈱　埼玉支店

昭和㈱　埼玉支社

11,800,000

10,500,000

予定価格（税抜） 1,800,000

調査基準価格(税抜)

渡辺工業㈱ 1,720,000

道路台帳補正業務委託

23,030,000

16,012,300 調査基準価格(税抜)

舗装復旧工事（２９－２）

平成29年10月23日 契約金額（税込） 1,857,600

㈱そうます 18,750,000

㈱中村植産造園 18,500,000

㈱玉企興産 19,100,000

㈱環境メディカル 18,900,000

18,940,000

21,000,000

㈲エーアンドケイ 1,750,000

桶川市新庁舎植栽工事

平成29年10月23日 契約金額（税込） 19,980,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

浅見工業㈱ 19,670,000

23,030,000 予定価格（税抜）

㈱ガーデンプランナー

㈱島村工業　上尾支店

アジア航測㈱　埼玉支店 13,000,000

13,500,000国際航業㈱　埼玉支店

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 1,750,000

1,800,000
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成２９年１０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㈱関東マツダ 991,360

1,022,750埼玉日産自動車㈱

※入札金額には消費税等が非課税の諸費用を含みます。

㈱ホンダカーズ埼玉 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

上尾三菱自動車販売㈱ 1,154,343

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

庁用車購入

平成29年10月23日 契約金額（税込） 1,069,920

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)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱アースリサーチ 4,000,000

光洋土質調査㈱　桶川支店 3,800,000

4,000,000昭和試錐㈱

服部地質調査㈱ 3,880,000

地質調査委託（２９－２）

平成29年10月23日 契約金額（税込）

4,183,000 予定価格（税抜） 4,183,000

調査基準価格(税抜)

（仮称）道の駅おけがわ地質調査業務委託（２９－１）

平成29年10月23日 契約金額（税込） 4,104,000
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成２９年１０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4,430,000日本通運㈱

新庁舎引越等業務委託

平成29年10月23日 契約金額（税込） 4,784,400

細田農機㈱ 193,000,000

㈱ムトーセーフ 168,500,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

福山通運㈱ 6,400,000

㈱日立物流 5,700,000

大宮通運㈱ 4,640,000

― 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）

朝日教育㈱ 辞退

㈱雄飛堂 辞退

176,000,000

167,700,000

辞退

179,591,800

173,000,000

㈲鴻文堂書店

㈱高砂屋書店

テルウェル東日本㈱

トッパン・フォームズ㈱

㈱久永

調査基準価格(税抜)

桶川市新庁舎什器備品購入

平成29年10月23日 契約金額（税込） 181,116,000

― 予定価格（税抜） ―

熊谷通運㈱ 5,950,000

4,850,000セイノースーパーエクスプレス㈱

石山商工㈱ 辞退
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