
（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

エコサービス㈱ 辞退

1,800,000城山産業㈱　埼玉支店

テスコ㈱

㈱荒川工業 2,250,000

㈲エーアンドケイ 2,280,000

㈱そうます 2,000,000

㈲中島土木開発 2,200,000

㈲エーアンドケイ

㈲加藤建興

2,950,000

3,000,000

契約金額（税込） 2,106,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱加納工務店 2,000,000

2,001,000 予定価格（税抜） 2,001,000

調査基準価格(税抜)

辞退

1,970,000 予定価格（税抜） 1,970,000

調査基準価格(税抜)

1,950,000

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３０３０３０３０年年年年６６６６月入札執行分月入札執行分月入札執行分月入札執行分

朝日小学校防球ネット整備工事

平成30年6月22日 契約金額（税込） 3,132,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 2,900,000

3,007,000 予定価格（税抜） 3,007,000

調査基準価格(税抜)

㈲中島土木開発 2,980,000

サイクリングロード等除草委託

平成30年6月22日 契約金額（税込） 2,160,000

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)

加納中学校給食室排水溝改修工事

平成30年6月22日

㈲三浦建工 辞退

㈱島田鉄工建設

フォワード㈱

辞退

1,790,000

ごみ焼却施設排ガス分析計等点検整備工事

平成30年6月22日 契約金額（税込） 1,933,200

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱ウィズウェイストジャパン
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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３０３０３０３０年年年年６６６６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） 1,720,000

調査基準価格(税抜)

1,720,000

契約金額（税込） 1,728,000平成30年6月22日

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

1,650,000

㈱高岡建築設計事務所

㈲深谷建築設計工房

5,400,000

5,250,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱片渕設計事務所 7,520,000

㈲深谷建築設計工房 7,500,000

7,680,000㈱細田設計

㈱村山設計 7,630,000

㈲桑子建築設計事務所 7,480,000

㈱村山設計 5,480,000

保健センター大規模改修工事監理業務委託

平成30年6月22日 契約金額（税込） 7,884,000

㈱高岡建築設計事務所 7,300,000

㈱ヤマト測建 1,620,000

朝日小学校老朽化対策工事設計業務委託

桶川駅西口広場乗降スペース実施設計委託

平成30年6月22日 契約金額（税込） 5,378,400

二和測量設計㈱　桶川支店 1,650,000

㈱東亜測量設計 1,600,000

5,403,000 予定価格（税抜） 5,403,000

調査基準価格(税抜)

㈲桑子建築設計事務所 5,240,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱細田設計

㈱松下設計

4,980,000

5,100,000

7,699,000 予定価格（税抜） 7,699,000

調査基準価格(税抜)
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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３０３０３０３０年年年年６６６６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

辞退

5,980,000㈱丸田一級建築士設計事務所

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱イ・エス・エス 4,600,000

㈱村山設計 6,180,000

㈲深谷建築設計工房 5,800,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱片渕設計事務所 6,200,000

6,301,000 予定価格（税抜） 6,301,000

調査基準価格(税抜)

桶川東小学校老朽化対策工事設計業務委託

㈱テレコムＣ＆Ｃ 3,700,000

ビーム計画設計㈱　東京支店 4,799,400

㈱千葉構造設計コンサルタント 6,250,000

東武建築企画㈱ 6,100,000

㈱エスビイデー　埼玉営業所

一般財団法人 高度映像情報センター

6,500,000

㈱建設技術研究所　関東事務所 4,980,000

防災行政無線設備デジタル化移行調査・設計業務委託

平成30年6月22日 契約金額（税込） 3,996,000

8,000,000 予定価格（税抜） 8,000,000

平成30年6月22日 契約金額（税込） 6,264,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱片渕設計事務所 5,480,000

5,650,000

5,350,000

5,100,000

㈱千葉構造設計コンサルタント

㈲深谷建築設計工房

㈱村山設計

㈲桑子建築設計事務所 5,280,000

㈱高岡建築設計事務所 5,600,000

調査基準価格(税抜)

農業センター大規模改修・耐震補強工事設計業務委託

平成30年6月22日 契約金額（税込） 5,508,000

5,485,000 予定価格（税抜） 5,485,000
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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３０３０３０３０年年年年６６６６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

開発虎ノ門コンサルタント㈱　埼玉事務所

2,200,000

㈱エイト日本技術開発　北関東支店

中日本建設コンサルタント㈱　北関東事務所

パシフィックコンサルタンツ㈱　埼玉事務所

八千代エンジニヤリング㈱　関東センター

3,230,000

6,000,000

6,300,000

3,500,000

応用地質㈱　東京支社 4,420,000

国際航業㈱　埼玉支店 7,000,000

災害廃棄物処理計画策定業務委託

平成30年6月22日 契約金額（税込） 3,488,400

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)

第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

舗装維持修繕計画策定業務委託

平成30年6月22日 契約金額（税込） 2,052,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名

㈱オオバ　北関東支店 2,650,000

2,150,000

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)

ニチレキ㈱　埼玉営業所 1,900,000

学校給食室洗浄業務委託

平成30年6月22日 契約金額（税込） 2,160,000

新日本設計㈱　関東事務所

環境センター清掃業務委託

平成30年6月22日 契約金額（税込） 1,620,000

㈱カネエイ 2,035,000

埼玉総合ビル管理㈱ 2,018,000

㈲三協ビル管理 2,029,000

㈲ライフ・サポート 2,000,000

旭ビル管理㈱ 1,600,000

㈱エヌテックサービス 1,500,000

㈱昭和綜合サービス 1,670,000

― 予定価格（税抜） ―

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

調査基準価格(税抜)

極東ビル管理㈱ 1,700,000
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平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年６６６６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

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱

東京センチュリー㈱

日通商事㈱

14,445,000

パーソナルコンピュータ借上げ（６０か月）桶川西中学校

平成30年6月22日 契約金額（税込） 15,221,520

― 予定価格（税抜） ―

ＪＡ三井リース㈱ 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ＮＴＴファイナンス㈱ 15,048,000

㈱大塚商会 辞退

平成30年6月22日 契約金額（税込） 580,865

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱

辞退

リコーリース㈱ 14,154,000

日本教育情報機器㈱ 14,094,000

富士通リース㈱ 14,310,000

業　者　名 第　１　回（税抜）

調査基準価格(税抜)

辞退

辞退

― 予定価格（税抜） ―

第　２　回（税抜）

ベクセス㈱ 辞退

㈱エムワイ 726,000

700,000

537,840

郡リース㈱

㈱ナガワ

調査基準価格(税抜)

東邦化研㈱ 765,000

若宮Ⅰ遺跡発掘調査用プレハブ借上げ

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

アルファー・ラボラトリー㈱ 788,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

ダイオキシン類に係る作業環境測定分析業務委託

平成30年6月22日 契約金額（税込） 826,200

㈱産業分析センター 辞退

㈱環境テクノ 800,000
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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３０３０３０３０年年年年６６６６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

㈱雄飛堂 辞退

リコージャパン㈱ 7,750

㈱ジャスト 辞退

ドラゴン㈱ 7,400

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

モノクロプリンタ用ドラムユニット購入（単価契約）

平成30年6月22日 契約金額（税込）

1本当たり 7,400円(消費税相当額を含まない)

― 予定価格（税抜） ―

㈱雄飛堂 辞退

リコージャパン㈱ 13,800

㈱ジャスト 辞退

ドラゴン㈱ 13,500

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

モノクロプリンタ用トナー購入（単価契約）

平成30年6月22日 契約金額（税込）

1セット当たり 13,500円(消費税相当額を含まない)

― 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）

調査基準価格(税抜)

ＮＴＴファイナンス㈱ 辞退

デュプロ㈱ 60

日通商事㈱ 60,000

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱

辞退

※契約金額は、毎月払い（消費税等は円未満を切り捨て）の合計額となります。

桶川市小・中学校印刷機借上げ（６０か月）

平成30年6月22日 契約金額（税込） 60

― 予定価格（税抜） ―

リコーリース㈱ 2,076,000

ＮＴＴファイナンス㈱

日通商事㈱

辞退

1,578,000

カラー印刷機借上げ（６０か月）

平成30年6月22日 契約金額（税込） 1,704,240

― 予定価格（税抜） ―

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱
1,584,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）
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