
（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

8,400,000

10,000,000

㈱加納工務店

㈱島村建設

㈱ヤマト測建 3,900,000

㈲エーアンドケイ 4,550,000

㈲中島土木開発 4,500,000

㈲加藤建興

第　２　回（税抜）

4,600,000 予定価格（税抜） 4,600,000

調査基準価格(税抜)

二和測量設計㈱　桶川支店 4,100,000

㈱荒川工業 4,450,000

4,520,000

㈱東亜測量設計 4,000,000

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店 4,020,000

桶川市べに花ふるさと館長屋門修繕工事

平成30年11月19日

田島建設㈱

㈲三浦建工

9,700,000

9,300,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱山崎工務所 10,200,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

末広橋外１橋橋梁補修工事

契約金額（税込） 9,072,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

今井建設㈱ 8,800,000

8,777,000 予定価格（税抜） 8,777,000

7,140,000 調査基準価格(税抜)

平成30年11月19日 契約金額（税込） 4,806,000

業　者　名 第　１　回（税抜）

入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年１１月入札執行分

桶川市道路台帳補正業務委託（エリア１）

平成30年11月19日 契約金額（税込） 4,212,000
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年１１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

焼却施設ダイオキシン類測定分析調査業務委託

平成30年11月19日 契約金額（税込） 669,600

㈱日本水工コンサルタント　桶川営業所 3,000,000

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)

アルファー・ラボラトリー㈱ 700,000

㈱環境総合研究所

㈱環境テクノ

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

昭和㈱　埼玉支社 2,680,000

東日本総合計画㈱　関東支店 2,850,000

㈱東亜測量設計 4,100,000

4,200,000

予定価格（税抜） 2,851,852

調査基準価格(税抜)

二和測量設計㈱　桶川支店

2,851,852

契約金額（税込）

城山公園Ａトイレ改築工事実施設計業務委託

平成30年11月19日 2,894,400

㈱ヤマト測建 4,180,000

予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

826,000

620,000

セントラルコンサルタント㈱　北関東営業所 2,900,000

桶川市道路台帳補正業務委託（エリア２）

平成30年11月19日 契約金額（税込） 4,428,000

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 4,220,000

―

東邦化研㈱ 750,000
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年１１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

内部情報系ノートパソコン１３２台借上げ（６０か月）

リコーリース㈱ 辞退

調査基準価格(税抜)

平成30年11月19日 契約金額（税込） 23,635,800

桶川市坂田コミュニティセンター家具等購入

平成30年11月19日 契約金額（税込） 9,180,000

辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈲鴻文堂書店 9,100,000

㈱高砂屋書店 8,650,000

㈱トレジャーボックス

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ドラゴン㈱ 辞退

8,500,000㈱ムトーセーフ

㈱山波 辞退

理科備品購入

平成30年11月19日 契約金額（税込）

― 予定価格（税抜） ―

朝日教育㈱ 8,840,000

日本情報システム㈱ 辞退

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㈱ 21,885,000

― 予定価格（税抜） ―

朝日教育㈱ 2,000,000 1,970,000

辞退

辞退

2,150,000

2,100,000

辞退

㈲鴻文堂書店

㈱高砂屋書店

辞退

2,127,600

細田農機㈱

富士通リース㈱

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

辞退

辞退

辞退

ＮＴＴファイナンス㈱

㈱大塚商会

キヤノンシステムアンドサポート㈱

ＪＡ三井リース㈱

都築電気㈱

東京センチュリー㈱

辞退

22,800,000

辞退
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年１１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

図書館情報システム（坂田図書館増設分）借上げ（３６か月）

平成30年11月19日 契約金額（税込） 10,787,256

三菱電機クレジット㈱ 9,988,200

― 予定価格（税抜） ―

リコーリース㈱ 辞退

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

日通商事㈱ 辞退

富士通リース㈱ 10,159,200

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱

ＮＴＴファイナンス㈱

㈱ＪＥＣＣ

辞退

辞退

10,051,200
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