
（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

㈱荒川工業

㈱清水建材工業

9,000,000

8,900,000

契約金額（税込） 540,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱そうます 580,000 523,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

青木清掃㈱ 9,100,000

9,000,000 予定価格（税抜） 9,000,000

7,437,500

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７７７７月入札執行分月入札執行分月入札執行分月入札執行分

公共下水道第３０－２３工区築造工事

平成30年7月23日 契約金額（税込） 9,288,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱中村植産造園 550,000 500,000

㈱玉企興産

㈲中島土木開発

600,000 530,000

540,000650,000

㈲中島土木開発 8,600,000

市道６３１９号線側溝整備工事

平成30年7月23日 契約金額（税込） 7,236,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

7,060,000 予定価格（税抜） 7,060,000

5,801,250

調査基準価格(税抜)

川田谷生涯学習センター植栽管理及び高木剪定委託

平成30年7月23日

㈲エーアンドケイ 8,950,000

大塚土木工業㈱ 8,750,000

青木清掃㈱ 6,700,000

㈲加藤建興 7,250,000

㈲中島土木開発 7,400,000

㈱荒川工業 7,100,000

㈲エーアンドケイ 6,950,000

大塚土木工業㈱ 7,300,000
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平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年７７７７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

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱環境総合研究所 1,290,000

㈱環境テクノ 1,608,000

1,400,000㈱熊谷環境分析センター

東邦化研㈱ 1,350,000

1,120,000

840,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱パスコ　さいたま支店 1,250,000

自動車騒音等測定調査業務委託

平成30年7月23日 契約金額（税込） 1,393,200

小暮不動産鑑定事務所 884,000

780,000

予定価格（税抜） 4,600,000

調査基準価格(税抜)

埼玉アプレイザル

4,600,000

契約金額（税込） 4,752,000

㈱武蔵不動産鑑定所 1,295,000

セントラルコンサルタント㈱　北関東営業所

5,100,000

市道３０１１・３０１９・３０２０号線土地評価業務委託

平成30年7月23日 契約金額（税込） 842,400

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

岩崎総合鑑定㈱ 1,290,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

上日出谷愛宕公園実施設計業務委託

平成30年7月23日

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱オオバ　北関東支店 5,000,000

東日本総合計画㈱　関東支店 4,400,000

林地台帳図作成業務委託

平成30年7月23日 契約金額（税込） 907,200

大日本コンサルタント㈱　関東支社
5,200,000

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)

アジア航測㈱　埼玉支店 998,000

公共地研㈱

国際航業㈱　埼玉支店
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平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年７７７７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

㈱トヨタレンタリース新埼玉

日産レンタリース埼玉㈱

ハイドロテック㈱

日立キャピタルオートリース㈱

2,550,000

辞退

2,850,000

2,484,000

㈱現代けんこう出版 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

医療法人 クレモナ会 16,700

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

平成３０年度桶川市特定保健指導業務委託（単価契約）

辞退日本健保㈱

フォークリフト借上げ（６０か月）

平成30年7月23日 契約金額（税込） 2,682,720

㈱高砂屋書店 1,216,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（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）

朝日教育㈱ 1,760,000

細田農機㈱ 1,340,000

㈱アライ 1,264,000

小・中学校児童生徒用机・椅子購入

平成30年7月23日 契約金額（税込） 1,313,280

㈱パーソンアンドパーソンスタッフ
15,500

― 予定価格（税抜） ―

平成30年7月23日 契約金額（税込）

15,500円（消費税相当額を含まない）

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱環境総合研究所 670,000

671,000

650,000

690,000

㈱環境テクノ

㈱熊谷環境分析センター

東邦化研㈱

調査基準価格(税抜)

河川水質汚濁調査分析業務委託

平成30年7月23日 契約金額（税込） 702,000

― 予定価格（税抜） ―

動機付け支援単価

１人当たり
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