
（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

2,600,000（不落随契）

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

780,000（不落随契）

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

㈲中島土木開発 1,300,000

㈲加藤建興 1,270,000

㈱玉企興産 1,350,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 1,300,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱中村植産造園 1,200,000 980,000

東部都市下水路草刈等委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 1,371,600

㈱ガーデンプランナー 1,100,000 960,000

㈱玉企興産 1,150,000 975,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 1,250,000 985,000

― 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）

不調

樹木剪定等委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 842,400

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱玉企興産 3,250,000 2,900,000

サイクリングロード等除草委託

平成30年5月21日 契約金額（税込）

㈱ガーデンプランナー 3,050,000 2,850,000

㈱そうます 3,000,000 2,800,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 3,200,000 2,880,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年５月入札執行分

市有地等除草委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 2,808,000
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年５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

くじを引いた結果落札

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

渡辺工業㈱ 3,750,000

㈱環境メディカル 3,500,000

㈱山中土建工業 3,700,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

浅見工業㈱ 3,820,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

渡辺工業㈱ 1,300,000

江川除草委託（その１）

平成30年5月21日 契約金額（税込） 3,780,000

㈱玉企興産 1,280,000

㈲中島土木開発 1,240,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 1,330,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈲中島土木開発 650,000

石川川除草委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 1,339,200

㈲加藤建興 530,000

㈱玉企興産 530,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲エーアンドケイ 600,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈲中島土木開発 2,150,000

旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場除草委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 572,400

㈱環境メディカル 1,990,000

㈱玉企興産 2,070,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲加藤建興 2,200,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

高野戸川除草委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 2,149,200
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年５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

㈱光エンジニアリング 5,600,000

トーカイテック㈱ 5,600,000

㈱日本設計コンサルタント 5,500,000

㈱関東工社 5,300,000

㈱シーエスエンジニアズ 5,520,000

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 5,450,000

5,900,000 予定価格（税抜） 5,900,000

調査基準価格(税抜)

タカマツ㈱ 3,000,000

管渠実施設計委託（３０－１）

平成30年5月21日 契約金額（税込） 5,724,000

㈲下水管理興業 3,271,600

三栄管理興業㈱ 3,400,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 3,100,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

タカマツ㈱ 2,780,000

小・中学校公共下水道点検及び清掃業務委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 3,240,000

彩美環境システム㈱　さいたま支店 2,800,000

三栄管理興業㈱　北本支店 2,720,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 2,700,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

田島建設㈱ 700,000

道路清掃委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 2,916,000

浅見工業㈱ 720,000

大塚土木工業㈱ 630,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 650,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

坂田弁天池遺跡第２次発掘調査埋戻し用重機借上げ

平成30年5月21日 契約金額（税込） 680,400
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年５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

㈱ヤマト測建 1,020,000

㈱東亜測量設計 1,050,000

二和測量設計㈱　桶川支店 1,020,000

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 1,000,000

1,078,000 予定価格（税抜） 1,078,000

調査基準価格(税抜)

㈱ヤマト測建 2,000,000

市道３４９９号線（第２工区）交差点改良事業物件等調査積算業務委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 1,080,000

㈱東亜測量設計 2,080,000

二和測量設計㈱　桶川支店 2,050,000

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 2,080,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱ヤマト測建 4,300,000

公共下水道台帳作成委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 2,160,000

㈱シーエスエンジニアズ 4,100,000

二和測量設計㈱　桶川支店 4,300,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱関東工社 4,550,000

4,620,000 予定価格（税抜） 4,620,000

調査基準価格(税抜)

㈱ヤマト測建 4,200,000

坂田寿線第３工区道路実施設計委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 4,428,000

㈱関東工社 4,380,000

㈱シーエスエンジニアズ 4,000,000

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 4,350,000

4,500,000 予定価格（税抜） 4,500,000

調査基準価格(税抜)

管渠実施設計委託（３０－２）

平成30年5月21日 契約金額（税込） 4,320,000
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年５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㈱宮下設計事務所 5,400,000

㈱村山設計 5,790,000

㈲深谷建築設計工房 5,550,000

㈱丸田一級建築士設計事務所 5,580,000

㈱総合計画 6,800,000

㈱千葉構造設計コンサルタント 5,500,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

桶川西中学校老朽化対策工事監理業務委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 5,832,000

5,639,000 予定価格（税抜） 5,639,000

新明和アクアテクサービス㈱　北関東センター 5,600,000

㈱第一テクノ　関東支店 6,300,000

川本技研工業㈱ 7,400,000

三協工業㈱　北関東営業所 8,600,000

昱㈱　北関東支店 6,500,000

荏原実業㈱　関東支社 6,712,000

4,760,000 調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

北一路上ポンプ場汚水ポンプ交換工事

平成30年5月21日 契約金額（税込） 6,048,000

5,600,000 予定価格（税抜） 5,600,000

㈱昭和綜合サービス 42,000,000

日本美装㈱ 47,350,000

㈱協栄 48,200,000

㈱三幸コミュニティマネジメント 47,400,000

イオンディライト㈱ 50,160,000

㈱オーチュー 48,550,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

旭ビル管理㈱ 47,800,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

川田谷生涯学習センター総合設備等保守委託（３６か月）

平成30年5月21日 契約金額（税込） 45,360,000
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年５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

3,600,000（不落随契）

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

㈲三協ビル管理 930,000

ホワイト浚渫工事㈲ 600,000

アテックス㈱ 643,500

㈱イーエスシー 1,193,550

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

小・中学校給水施設設備点検及び貯水槽清掃業務委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 648,000

― 予定価格（税抜） ―

㈱松下設計 3,650,000

㈱村山設計 3,730,000

㈱片渕設計事務所 3,380,000

㈲深谷建築設計工房 3,550,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

川田谷小学校南校舎老朽化対策工事監理業務委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 3,650,400

3,626,000 予定価格（税抜） 3,626,000

㈲深谷建築設計工房 4,000,000 3,700,000

㈱村山設計 4,090,000 3,810,000

㈲桑子建築設計事務所 4,250,000 3,880,000

東武建築企画㈱ 4,150,000 3,800,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

桶川西小学校南校舎老朽化対策工事監理業務委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 3,888,000

3,670,000 予定価格（税抜） 3,670,000

㈱細田設計 6,180,000

㈱村山設計 4,600,000

㈱第一建築設計事務所 2,250,000

㈲深谷建築設計工房 5,550,000

㈱井上建築工学設計事務所 4,350,000

㈱高岡建築設計事務所 5,560,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

桶川小学校老朽化対策工事監理業務委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 2,430,000

5,048,000 予定価格（税抜） 5,048,000
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年５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　　考業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

本案件について、入札参加者の数が２に満たないため、入札を中止といたしました。

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

公益財団法人 埼玉県健康づくり事業団 辞退

生活保護受給者収入資産状況把握等業務委託

平成30年5月21日 契約金額（税込）

医療法人 クレモナ会 6,000

医療法人財団 健隆会戸田中央総合健康管理センター 4,900

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

職員定期健康診断業務委託（単価契約）

平成30年5月21日 契約金額（税込） 1人当たり 4,900円(消費税相当額を含まない)

― 予定価格（税抜） ―

㈱文化財ユニオン 辞退

㈱武蔵文化財研究所 5,450,000

㈱芸匠 5,500,000

㈱東都文化財保存研究所 4,400,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

後谷遺跡出土品保存修理委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 4,752,000

― 予定価格（税抜） ―

藤岡防災設備㈱ 3,400,000

脇防災㈱ 3,200,000

㈲エムケイ防災 3,234,000

坂戸防災㈱ 3,480,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

小・中学校消防用設備保守点検業務委託

平成30年5月21日 契約金額（税込） 3,456,000

― 予定価格（税抜） ―
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年５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

不二薬品産業㈱ 2,835,000

城山産業㈱ 2,722,000

直治薬品㈱ 3,068,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲天沼ドラックストアー 2,516,100

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱会議録センター 1,980,000

平成３０年度プール用薬剤購入

平成30年5月21日 契約金額（税込） 2,717,388

㈱エコー宣伝印刷 1,738,880

㈲岡村印刷 1,619,280

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱アサヒコミュニケーションズ 1,911,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱大和速記情報センター 15,400

おけがわ市議会だより印刷

平成30年5月21日 契約金額（税込） 1,748,822

㈱会議録センター 14,700

神戸綜合速記㈱ 15,900

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱会議録研究所 15,500

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱大和速記情報センター 19,300

委員会会議録作成委託（単価契約）

平成30年5月21日 契約金額（税込） 1時間当たり 14,700円(消費税相当額を含まない)

㈱会議録センター 18,500

神戸綜合速記㈱ 19,800

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱会議録研究所 19,500

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

会議録作成委託（単価契約）

平成30年5月21日 契約金額（税込） 1時間当たり 18,500円(消費税相当額を含まない)

8 / 9 ページ



（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年５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
※入札金額には消費税等が非課税の諸費用を含みます。

ＫＤＤＩ㈱ 辞退

ソフトバンク㈱ 3,701,800

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱ＮＴＴドコモ 5,671,800

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

リコーリース㈱ 辞退

タブレット端末借上げ（３６か月）

平成30年5月21日 契約金額（税込） 3,897,144

㈱髙橋医科器械店 辞退

東京センチュリー㈱ 1,485,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

セコム㈱ 1,458,600

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

リコージャパン㈱ 19,630,380

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上げ（６０か月）

平成30年5月21日 契約金額（税込） 1,575,240

日立キャピタル㈱ 辞退

富士ゼロックス埼玉㈱ 15,435,000

日興通信㈱ 16,635,840

日本情報システム㈱ 辞退

デュプロ㈱ 8,201,100

日建リース工業㈱ 辞退

キヤノンシステムアンドサポート㈱ 10,233,600

ＪＡ三井リース㈱ 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱大塚商会 辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

複合機借上げ（６０か月）

平成30年5月21日 契約金額（税込） 8,857,188
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