
（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

適用税率8%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

㈲協栄消毒 51,000

㈲ライフ・サポート 19,000

青木清掃㈱ 17,000

㈲エムアンドエム 18,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

アライグマ防除実施業務委託（単価契約）

平成31年4月19日 契約金額（税込） 1頭当たり　18,360

― 予定価格（税抜） ―

㈱スリーアイ 1,270,000

㈲ライフ・サポート 1,133,000

㈱エヌテックサービス 1,480,000

極東ビル管理㈱ 1,600,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

桶川公民館清掃業務委託

平成31年4月19日 契約金額（税込） 1,223,640

― 予定価格（税抜） ―

タカラビルメン㈱ 35,000,000

㈲ライフ・サポート 24,266,880

㈱スリーアイ 33,400,000

㈱ソシアルサービス 32,500,000

㈱エヌテックサービス 29,970,000

㈱昭和綜合サービス 15,550,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

旭ビル管理㈱ 28,000,000

― 予定価格（税抜） ―

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３１３１３１３１年年年年４４４４月入札執行分月入札執行分月入札執行分月入札執行分

桶川市保健センター施設管理業務委託

平成31年4月19日 契約金額（税込） 16,794,000
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（単位は円）

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３１３１３１３１年年年年４４４４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

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

㈱ヤマト測建 990,000

㈱吉野アプレイザル 980,000

㈱新日本エグザ 970,000

巧建業㈱　桶川支店 940,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

駅東口駅前広場建物等再積算業務委託（Ｈ３１－１）

平成31年4月19日 契約金額（税込） 1,015,200

1,401,000 予定価格（税抜） 1,401,000

二和測量設計㈱　桶川支店 1,900,000

㈱ヤマト測建 1,930,000

㈱オカマツエンヂニアリング　桶川支店

1,960,000

㈱東亜測量設計 1,950,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

家屋調査委託（３１－１）

平成31年4月19日 契約金額（税込） 2,090,000

2,010,000 予定価格（税抜） 2,010,000

三栄管理興業㈱ 3,000,000

タカマツ㈱ 3,300,000

青木清掃㈱ 3,150,000

㈲下水管理興業 3,200,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

小・中学校公共下水道点検及び清掃業務委託

平成31年4月19日 契約金額（税込） 3,300,000

― 予定価格（税抜） ―
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（単位は円）

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３１３１３１３１年年年年４４４４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

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

熊谷通運㈱ 1,650,000

セイノースーパーエクスプレス㈱ 1,980,000

新井運送㈱ 辞退

㈱イマイ 1,550,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

桶川市広報「広報おけがわ」等配布業務委託

平成31年4月19日 契約金額（税込） 1,674,000

― 予定価格（税抜） ―

東邦化研㈱ 2,650,000

内藤環境管理㈱ 2,580,000

㈱環境工学研究所 2,570,000

㈱環境総合研究所 2,500,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

水質検査委託

平成31年4月19日 契約金額（税込） 2,750,000

― 予定価格（税抜） ―

東和警備保障㈱ 708,000

ビソー工業㈱ 2,700,000

セコム㈱ 辞退

綜合警備保障㈱ 3,000,000

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場機械警備業務委託

平成31年4月19日 契約金額（税込） 778,800

― 予定価格（税抜） ―
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（単位は円）

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３１３１３１３１年年年年４４４４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

適用税率10%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

不調

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ｉ）購入

平成31年4月19日 契約金額（税込）

― 予定価格（税抜） ―

坂戸防災㈱ 4,305,000

脇防災㈱ 3,937,500

㈲宇井縫製 3,815,000

㈲エムケイ防災 3,587,500

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

桶川市消防団員用新基準活動服購入

平成31年4月19日 契約金額（税込） 3,874,500

― 予定価格（税抜） ―

藤岡防災設備㈱ 3,480,000

脇防災㈱ 3,300,000

㈲エムケイ防災 3,330,000

坂戸防災㈱ 3,450,000

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31年4月19日 契約金額（税込） 3,630,000

― 予定価格（税抜） ―
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（単位は円）

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３１３１３１３１年年年年４４４４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

適用税率8%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

城山産業㈱ 辞退

日伸化学㈱ 33,500

㈱ウイズリサイクル 32,000

埼玉薬品㈱ 34,800

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

リサイクルセンター用消臭剤の購入（単価契約）

平成31年4月19日 契約金額（税込） 1缶当たり　34,560

― 予定価格（税抜） ―

㈱高砂屋書店 9,073,400

㈱ワタナベ 10,049,000

㈲鴻文堂書店 9,302,800

㈱埼玉ひかりのくに 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

教育産業㈱ 辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱永島商店 辞退

複写機用紙購入（単価契約）

平成31年4月19日 契約金額（税込） 9,799,272

㈱情報化ビジネス 16,855,750

中央プリント㈱ 9,538,620

㈱櫻井印刷所 12,421,500

㈱秀飯舎 14,384,370

㈱アサヒコミュニケーションズ 14,913,990

㈱エコー宣伝印刷 15,405,390

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

広報おけがわ印刷製本（単価契約）

平成31年4月19日 契約金額（税込） ―

― 予定価格（税抜） ―

5 / 6 ページ



（単位は円）

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３１３１３１３１年年年年４４４４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

適用税率8%

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

適用税率8%

㈱雄飛堂 辞退

リコージャパン㈱ 7,750

ウォータースタンド㈱ 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31年4月19日 契約金額（税込） 1本当たり　7,992

― 予定価格（税抜） ―

㈱雄飛堂 辞退

リコージャパン㈱ 13,800

ウォータースタンド㈱ 辞退

ドラゴン㈱ 13,500

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トナー購入（単価契約）

平成31年4月19日 契約金額（税込） 1セット当たり　14,580

― 予定価格（税抜） ―
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