
（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

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

㈱東亜測量設計

二和測量設計㈱　桶川支店

2,500,000

2,480,000

㈱中村植産造園 3,800,000

調整池除草等委託（その１）

平成30年4月19日 契約金額（税込） 2,678,400

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 2,780,000 2,500,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱ヤマト測建 2,480,000

若宮Ⅰ遺跡発掘調査杭打ち測量業務委託

平成30年4月19日 契約金額（税込） 2,376,000

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

2,320,000

2,370,000 予定価格（税抜） 2,370,000

調査基準価格(税抜)

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３０３０３０３０年年年年４４４４月入札執行分月入札執行分月入札執行分月入札執行分

調整池除草等委託（その２）

平成30年4月19日 契約金額（税込） 4,104,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 4,000,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

家屋調査委託（３０－２）

平成30年4月19日 契約金額（税込） 2,613,600

㈱そうます 2,650,000 2,480,000

2,800,000 2,580,000㈱環境メディカル

㈲加藤建興 2,700,000 2,590,000

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

2,420,000

2,680,000 予定価格（税抜） 2,680,000

調査基準価格(税抜)

㈱東亜測量設計 2,300,000

2,350,000二和測量設計㈱　桶川支店

㈱ヤマト測建 2,200,000

㈱玉企興産

㈲中島土木開発

3,900,000

3,900,000
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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３０３０３０３０年年年年４４４４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

8,200,000日本環境クリアー㈱

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

1,450,000

㈱ヤマト測建 1,500,000

㈱東亜測量設計 1,400,000

家屋調査委託（３０－１）

平成30年4月19日

予定価格（税抜） 1,630,000

調査基準価格(税抜)

1,630,000

契約金額（税込） 1,512,000

小・中学校自家用電気工作物保安管理業務委託

平成30年4月19日 契約金額（税込） 3,780,000

二和測量設計㈱　桶川支店 1,480,000

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)

エクレ㈱ 辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱ビルヒット 6,129,000

小・中学校浄化槽清掃業務委託

平成30年4月19日 契約金額（税込） 1,944,000

一般財団法人 関東電気保安協会

㈲コジマテクノサービス

7,557,662

3,500,000

高橋工業㈱ 辞退

― 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）

青木清掃㈱ 1,800,000

㈲上尾清掃 2,000,000

2,100,000㈲昭栄産業

タカマツ㈱ 1,950,000

坂田弁天池遺跡第２次発掘調査用重機借上げ

平成30年4月19日 契約金額（税込） 1,155,600

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 1,200,000

1,250,000

1,070,000

1,230,000

浅見工業㈱

大塚土木工業㈱

田島建設㈱
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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３０３０３０３０年年年年４４４４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

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

極東ビル管理㈱ 2,550,000

平成30年4月19日 契約金額（税込）

1頭当たり 20,000円(消費税相当額を含まない)

桶川市立図書館・桶川公民館清掃業務委託

平成30年4月19日 契約金額（税込） 1,242,000

㈲ライフ・サポート 20,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

― 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）

㈱エヌテックサービス 2,400,000

㈲ライフ・サポート 1,150,000

富士コントロール㈱ 辞退

㈱日本公害管理センター 辞退

平成30年4月19日 契約金額（税込） 2,149,200

不調

アテックス㈱ 1,990,000

7,500,000

48,000㈲協栄消毒

調査基準価格(税抜)

エコサービス㈱

環境センター清掃業務委託

平成30年4月19日 契約金額（税込）

常陽メンテナンス㈱ 1,650,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

小・中学校浄化槽維持管理業務委託

㈲エムアンドエム 25,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 22,500

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

アライグマ防除実施業務委託（単価契約）
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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３０３０３０３０年年年年４４４４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

煤煙及び水質検査業務委託

平成30年4月19日 契約金額（税込） 1,458,000

― 予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

アルファー・ラボラトリー㈱ 1,350,000

2,506,000

㈱環境総合研究所 2,675,000 辞退

東邦化研㈱ 2,600,000 2,540,000

内藤環境管理㈱ 2,550,000 2,420,000

㈱環境工学研究所 2,670,000

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)

水質検査委託

平成30年4月19日 契約金額（税込） 2,613,600

調査基準価格(税抜)

東邦化研㈱ 1,530,000

インターネット議会中継システム業務委託

平成30年4月19日 契約金額（税込） 1,252,368

㈱環境総合研究所 1,520,000

㈱環境テクノ 1,413,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱会議録研究所 1,320,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱ぎょうせい 辞退

㈱会議録センター 1,159,600

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱ぎじろくセンター 辞退

委員会室・全員協議会室インターネット議会中継システム導入委託

平成30年4月19日 契約金額（税込） 1,252,800

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱ぎじろくセンター 辞退

㈱会議録研究所 1,300,000

1,160,000

辞退

㈱会議録センター

㈱ぎょうせい
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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３０３０３０３０年年年年４４４４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

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

桶川市保健センター移転作業等業務委託

平成30年4月19日 契約金額（税込） 1,598,400

― 予定価格（税抜） ―

大宮通運㈱ 2,180,000

セイノースーパーエクスプレス㈱ 2,300,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

桶川市広報「広報おけがわ」等配布業務委託

平成30年4月19日 契約金額（税込） 1,782,000

― 予定価格（税抜） ―

日本通運㈱ 1,480,000

福山通運㈱ 辞退

㈱イマイ 2,310,000

大宮通運㈱ 辞退

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

仮設庁舎等産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託

平成30年4月19日 契約金額（税込）

― 予定価格（税抜） ―

熊谷通運㈱ 1,650,000

セイノースーパーエクスプレス㈱ 1,848,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

不調

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

広報おけがわ印刷製本（単価契約）

平成30年4月19日 契約金額（税込） 13,933,814

― 予定価格（税抜） ―

たつみ印刷㈱ 14,218,455

望月印刷㈱ 13,070,010

㈱アサヒコミュニケーションズ 14,308,050

㈱秀飯舎 12,901,680

㈱エコー宣伝印刷

㈱エビス

13,011,909

14,223,885

関東図書㈱ 14,158,725
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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３０３０３０３０年年年年４４４４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

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

焼却施設煤煙塩化水素除去用（消石灰）薬剤の購入（単価契約）

平成30年4月19日 契約金額（税込）

1㎏当たり 35.00円(消費税相当額を含まない）

― 予定価格（税抜） ―

㈱ケント・コーポレーション 36.00

燦クリーン㈱ 35.00

ダイオキシン類除去用活性炭の購入（単価契約）

平成30年4月19日 契約金額（税込）

1㎏当たり 470.00円(消費税相当額を含まない）

― 予定価格（税抜） ―

城山産業㈱ 36.00

日伸化学㈱ 36.50

㈱ケント・コーポレーション 495.00

城山産業㈱ 480.00

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

燦クリーン㈱ 495.00

重金属固定用キレート剤の購入（単価契約）

平成30年4月19日 契約金額（税込）

1㎏当たり 360.00円(消費税相当額を含まない）

― 予定価格（税抜） ―

日伸化学㈱ 470.00

不二商会㈱ 500.00

㈱ケント・コーポレーション 380.00

日伸化学㈱ 360.00

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

城山産業㈱ 365.00

燦クリーン㈱ 375.00

不二商会㈱ 380.00
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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３０３０３０３０年年年年４４４４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

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

リサイクルセンター用消臭剤の購入（単価契約）

平成30年4月19日 契約金額（税込）

1缶当たり 32,000円(消費税相当額を含まない)

埼玉薬品㈱ 36,000

城山産業㈱ 34,500

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱ウイズリサイクル 32,000

㈱ケント・コーポレーション 35,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

日伸化学㈱ 33,000

複写機用紙購入（単価契約）

平成30年4月19日 契約金額（税込） 6,667,056

㈲鴻文堂書店 6,750,000

㈱埼玉ひかりのくに 15,247,200

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

教育産業㈱ 6,242,700

五幸事務機㈱ 辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱高砂屋書店 6,173,200

内部情報系プリンタ２６台借上げ（６０か月）

平成30年4月19日 契約金額（税込） 3,706,560

教育産業㈱ 6,877,000

㈱ジーシーシー 7,290,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱
6,052,800

㈱金聖堂情報システム 辞退

ドラゴン㈱ 3,432,000
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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３０３０３０３０年年年年４４４４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

ＮＴＴファイナンス㈱

㈱大塚商会

首都圏リース㈱

㈱ＪＥＣＣ

ＪＡ三井リース㈱

19,884,000

辞退

辞退

20,568,000

辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

内部情報系ノートパソコン２４０台借上げ（６０か月）

平成30年4月19日 契約金額（税込） 21,461,100

富士通リース㈱ 20,916,000

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱

20,826,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱
19,871,400

日立キャピタル㈱ 20,454,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

リコーリース㈱ 41,640,000

若宮Ⅰ遺跡発掘調査用プレハブ・仮設トイレ借上げ

平成30年4月19日 契約金額（税込）

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

不調
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