
（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

内訳書に不備等があったため

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

6,150,000

6,250,000

㈲エーアンドケイ

㈲加藤建興

㈲中島土木開発 4,000,000

赤堀川遊歩道整備工事

平成29年12月22日 契約金額（税込） 4,320,000

㈱島村建設 6,150,000

渡辺工業㈱ 6,180,000

6,100,000

㈱清水建材工業 8,900,000

業　者　名 第　１　回（税抜）

㈱荒川工業 9,200,000

無効㈲エーアンドケイ

㈲エーアンドケイ

㈲加藤建興

4,080,000

4,020,000

㈲中島土木開発 9,350,000

市道１０３４号線道路整備工事

平成29年12月22日 契約金額（税込） 6,480,000

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１２１２１２１２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１－３号線道路改良工事

平成29年12月22日 契約金額（税込） 9,612,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 9,500,000

9,229,000 予定価格（税抜） 9,229,000

7,692,500

調査基準価格(税抜)

第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 6,000,000

6,100,000 予定価格（税抜） 6,100,000

5,142,500

調査基準価格(税抜)

㈲中島土木開発

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 4,100,000

4,140,000 予定価格（税抜） 4,140,000

調査基準価格(税抜)

㈲加藤建興 9,400,000
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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１２１２１２１２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

失格(最低制限価格未満)

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

辞退㈱エクシオテック　北関東支店

沖ウィンテック㈱　北関東支店 辞退

㈱シーエスエンジニアズ 11,200,000

神田通信機㈱　北関東支店 12,220,000

10,600,000

予定価格（税抜） 8,690,000

調査基準価格(税抜)

㈱コーセツコンサルタント　関東支店

10,000,000

8,690,000

岩崎通信機㈱　北関東営業所 8,500,000

契約金額（税込）

㈱光エンジニアリング 8,800,000

駅自由通路往来者数実態調査委託

10,130,000㈱日水コン　埼玉事務所

平成29年12月22日 契約金額（税込） 1,188,000

日本水工設計㈱　関東事務所 8,500,000

㈱日本水工コンサルタント　桶川営業所

都築電気㈱　北関東営業所

昭和㈱　埼玉支社 1,270,000

1,350,000東日本総合計画㈱　関東支店

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

日出谷ポンプ場施設更新施工監理委託

平成29年12月22日 9,180,000

東陽工業㈱　北関東支店 11,110,000

桶川市新庁舎電話回線工事

平成29年12月22日 契約金額（税込） 11,448,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱イートラスト埼玉 23,955,000

19,440,000 予定価格（税抜） 19,440,000

8,559,500

調査基準価格(税抜)

9,000,000

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)

㈱国際開発コンサルタンツ　北関東事務所

1,200,000

ランドブレイン㈱ 1,100,000
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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１２１２１２１２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

700,000

670,000

650,000

大塚土木工業㈱

田島建設㈱

㈱山中土建工業

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

インターネット議会中継システム導入委託

平成29年12月22日 契約金額（税込） 626,400

― 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）

㈱会議録研究所 650,000

㈱会議録センター 580,000

800,000㈱ぎょうせい

㈱ぎじろくセンター 788,000

殿山南遺跡発掘調査用重機借上げ

平成29年12月22日 契約金額（税込） 702,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

上尾三菱自動車販売㈱ 辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

庁用車購入（その２）

平成29年12月22日 契約金額（税込） 1,619,886

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

浅見工業㈱ 675,000

※入札金額には消費税等が非課税の諸費用を含みます。

埼玉日産自動車㈱ 辞退

㈱関東マツダ 辞退

1,498,451埼玉トヨタ自動車㈱
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