
（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

㈲中島土木開発 9,430,000

㈲中島土木開発 6,480,000

㈲エーアンドケイ 6,400,000

㈱清水建材工業 6,250,000

㈲加藤建興 6,550,000

㈲エーアンドケイ 9,200,000

大塚土木工業㈱ 8,900,000

大塚土木工業㈱

第　２　回（税抜）

6,640,000 予定価格（税抜） 6,640,000

5,414,500

調査基準価格(税抜)

㈲加藤建興 9,350,000

㈱荒川工業 6,350,000

6,500,000

㈱荒川工業 9,500,000

公共下水道３０－４工区管渠工事

平成30年9月28日

㈲エーアンドケイ

㈱清水建材工業

3,860,000

3,900,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲中島土木開発 3,880,000

9,183,000 予定価格（税抜） 9,183,000

7,607,500

調査基準価格(税抜)

５２３３－１号橋橋梁補修工事

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 3,800,000

4,000,000 予定価格（税抜） 4,000,000

調査基準価格(税抜)

平成30年9月28日 契約金額（税込） 6,750,000

業　者　名 第　１　回（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９９９９月入札執行分月入札執行分月入札執行分月入札執行分

坂田西４号公園児童遊園地整備工事

平成30年9月28日 契約金額（税込） 9,612,000

青木清掃㈱ 9,000,000
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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

高野戸橋橋梁補修工事

平成30年9月28日 契約金額（税込） 1,598,400

㈲加藤建興 3,330,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

1,556,000 予定価格（税抜） 1,556,000

調査基準価格(税抜)

㈱荒川工業 1,480,000

㈲エーアンドケイ

㈲加藤建興

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 3,350,000

㈲中島土木開発 3,360,000

㈲エーアンドケイ 4,300,000

4,400,000

予定価格（税抜） 3,389,000

調査基準価格(税抜)

㈲加藤建興

3,389,000

契約金額（税込）

小針領家地区排水路蓋架け工事（その１）

平成30年9月28日 3,596,400

㈲中島土木開発 4,400,000

予定価格（税抜） 4,600,000

調査基準価格(税抜)

1,540,000

1,530,000

㈲エーアンドケイ 3,360,000

日出谷ポンプ場施設更新外構工事

平成30年9月28日 契約金額（税込） 4,644,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 4,450,000

4,600,000

㈲中島土木開発 1,520,000

区画線等設置工事（３０－２）

平成30年9月28日 契約金額（税込） 3,240,000

3,060,000

3,154,000 予定価格（税抜） 3,154,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱ウエスト工業 3,000,000

3,070,000埼北産業㈱

㈱山英 3,040,000

埼玉交通安全㈱
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平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年９９９９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

（仮称）道の駅おけがわ整地設計業務委託（３０－１）

坂田寿線第３工区土質調査委託

平成30年9月28日 契約金額（税込） 1,350,000

㈱ヤマト測建 3,000,000

調査基準価格(税抜)

平成30年9月28日 契約金額（税込） 3,186,000

1,328,000 予定価格（税抜） 1,328,000

調査基準価格(税抜)

赤堀川道路橋橋梁補修設計業務委託

平成30年9月28日 契約金額（税込）

5,050,000 予定価格（税抜） 5,050,000

4,800,000

5,400,000

5,200,000

開発虎ノ門コンサルタント㈱　埼玉事務所

大日本コンサルタント㈱　関東支社

㈱長大　北関東支店

新日本設計㈱　関東事務所 5,000,000

セントラルコンサルタント㈱　北関東営業所

5,770,000

桶川駅東口周辺地区に係る道路整備計画及び道路基本設計業務委託

平成30年9月28日 契約金額（税込） 3,780,000

二和測量設計㈱　桶川支店 1,320,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

3,700,000 予定価格（税抜） 3,700,000

調査基準価格(税抜)

㈱ヤマト測建 1,320,000

㈱シーエスエンジニアズ 3,150,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱関東工社 2,950,000

3,133,000 予定価格（税抜） 3,133,000

3,000,000

5,184,000

㈱東亜測量設計

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱関東工社 1,420,000

㈱シーエスエンジニアズ 1,250,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

いであ㈱　北関東営業所 6,050,000

㈱エイト日本技術開発　北関東支店

㈱オリエンタルコンサルタンツ　埼玉事務所

㈱国際開発コンサルタンツ　北関東事務所

八千代エンジニヤリング㈱　関東センター

3,700,000

辞退

3,500,000

辞退
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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）
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備　　考
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事　  業　  名

入　  札　  日
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最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

日本情報システム㈱ 辞退

デュプロ㈱ 15,642,000

東京センチュリー㈱ 辞退

日興通信㈱ 辞退

キヤノンシステムアンドサポート㈱
14,277,000

ＪＡ三井リース㈱ 辞退

㈲深谷建築設計工房 4,900,000

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)

印刷機借上げ２台（６０か月）

平成30年9月28日 契約金額（税込） 322,680

― 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)

リコーリース㈱ 1,368,000

ＮＴＴファイナンス㈱ 辞退

日通商事㈱ 300,000

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱
辞退

㈱村山設計 4,480,000

複写機借上げ１９台（６０か月）

平成30年9月28日 契約金額（税込） 15,419,160

ＮＴＴファイナンス㈱ 辞退

富士ゼロックス埼玉㈱ 16,147,200

リコージャパン㈱ 25,886,100

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱
298,800

㈱片渕設計事務所 4,680,000

調査基準価格(税抜)

第　２　回（税抜）

4,615,000 予定価格（税抜） 4,615,000

平成30年9月28日 契約金額（税込） 4,838,400

小中学校安全対策工事設計業務委託

㈱高岡建築設計事務所 4,850,000

業　者　名 第　１　回（税抜）
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