
番号 物品等名 執行課 指名業者名 入札額（円） 落札 落札額（円） 備考
光ビジネスフォーム㈱さいたま営業所 893,100

㈱タナカ東京支社 740,000

東洋印刷㈱埼玉営業所 786,100

富士ビジネス・サービス㈱守屋営業所 683,000 ○
五幸事務機㈱ 辞退
㈱多田商事 860,000 ○
㈲ナカヨシ 1,344,000

ムサシヤ 1,058,000

油鉄印刷㈱ 0.88 ○
㈲イノウ印刷 1.02

秀飯舎㈱ 1.40

たつみ印刷㈱ 1.26

中央プリント㈱ 1.05

望月印刷㈱ 1.21

油鉄印刷㈱ 0.93

㈲イノウ印刷 1.14

関東図書㈱ 0.96

秀飯舎㈱ 0.99

たつみ印刷㈱ 1.00

中央プリント㈱ 0.91 ○
望月印刷㈱ 0.98

富士食品商事㈱ 111,600,000

全国農協食品㈱久喜事業所 104,000,000 ○
シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 辞退
㈱東洋食品 172,344,000

日清医療食品㈱北関東支店 辞退
㈱ジーエスエフ 190,608,000

㈱メフォス 辞退
日本国民食㈱ 辞退
東京ケータリング㈱ 辞退
葉隠勇進㈱ 171,200,000

旭ビル管理㈱久喜営業所 3,100,000

荏原商事㈱関東支社 3,000,000

（一財）関東電気保安協会埼玉事業本部 2,610,000 ○
㈱サイオー 2,750,000

メタウォーター㈱さいたま営業所 4,200,000

2,871,0006 午後２時００分
浄水自家用電気工作物保安業
務委託

2月10日

令和元年度物品等入札結果（2月）

入札（開札）日時

1

令和２年度緊急風しん抗体検査
クーポン券作成及び封入封緘業
務委託

中央保健セン
ター

751,300

2
久喜市立太田小学校被服室備
品一式

保育課 946,000

2月5日 午前１0時００分

3 2月6日 午前１0時3０分 久喜市議会だよりの印刷製本 議会総務課

4 午後２時００分 広報紙（広報くき）印刷製本

消費税込
みで入札

0.88

5 午前１１時００分
菖蒲及び栗橋地区学校給食調
理等業務委託

2月7日 庶務課

学校給食課 114,400,000

1.00



昱㈱　北関東支店 152,000,000

㈱ウォーターエージェンシー 埼玉営業所 188,000,000

荏原商事㈱関東支社 161,000,000

㈱カンエイメンテナンス 150,000,000

㈱関東サービス工社 151,200,000

㈱武田エンジヤリング 124,800,000 ○
東芝インフラシステムズ㈱北関東支店 辞退
日本環境クリアー㈱ 145,000,000

日本美装㈱ 130,000,000

メタウォーター㈱さいたま営業所 186,000,000

一冨士フードサービス㈱関東支社 辞退
㈲エフ・サンエス 辞退
シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 辞退
㈱東京天龍 32,500,500

日清医療食品㈱北関東支店 辞退
富士食品商事㈱ 31,500,000

㈱レクトン 33,000,000

㈱レパスト 辞退
安住環境整美㈱久喜支店 7,500 ○
㈱ケイミックス埼玉支店 12,000

㈲県南管理興業久喜営業所 9,000

都市管理サービス㈱久喜支店 8,000

さくら観光バス㈱ 辞退
㈱セノン埼玉支社 辞退
ダイヤモンド観光バス㈱ 9,902,000

大和観光自動車㈱ 14,412,200

中田商会㈱ 9,902,000 ○
富士観光バス㈱埼玉支社 14,412,200

安住環境整美㈱　久喜支店 5,500 ○
アテックス㈱ 辞退
エスシーエス㈱ 7,000

㈲岡本商事 辞退
㈱加藤商事 7,000

共栄衛生㈲ 7,000

都市管理サービス㈱　久喜支店 6,000

㈱ウォーターエージェンシー 埼玉営業所 2,600,000

㈱エステム 関東営業所 2,100,000 ○
㈱関東サービス工社 2,550,000

公営事業㈱　埼玉営業所 2,736,000

㈱第一テクノ　関東支店 3,100,000

137,280,000
久喜市浄水場運転管理業務委

託
午後２時３０分7

水道施設課

2,310,00010 午前９時１５分
雨水排水施設巡回点検業務委
託

10,892,200
くじにて
決定

8 2月17日 午後２時００分 バス運行管理業務委託
アセットマネジメ

ント推進課

9 午前９時００分
濃縮汚泥（久喜地区）運搬業務
委託（ｍ3単価）

6,050

中止

1回目は左
記の通り。
2回目は1者
のため不調

で中止。
後日随意契
約で落札者

決定。

7
令和２年度久喜市小動物死骸回
収及び運搬業務委託

環境課 8,250

午前１0時００分2月12日

6
久喜市立保育園給食調理業務
委託

保育課



㈱ウォーターエージェンシー 埼玉営業所 37,900,000

㈱エステム 関東営業所 37,000,000

川本技研工業㈱ 37,200,000

㈱武田エンジニヤリング 34,800,000 ○
㈱第一テクノ　関東支店 45,000,000

㈱西原環境　北関東営業所 42,000,000

日本環境クリアー㈱ 38,000,000

㈱ウォーターエージェンシー 埼玉営業所 4,900,000

㈱エステム 関東営業所 4,800,000

川本技研工業㈱ 4,750,000

㈱武田エンジニヤリング 4,500,000 ○
㈱西原環境　北関東営業所 5,300,000

日本環境クリアー㈱ 5,000,000

㈱エステム 関東営業所 32,000,000 ○
川本技研工業㈱ 36,000,000

㈱カンエイメンテナンス 35,000,000

㈱武田エンジニヤリング 34,000,000

㈱第一テクノ　関東支店 33,800,000

㈱西原環境　北関東営業所 34,800,000

日本環境クリアー㈱ 35,600,000

㈱ウォーターエージェンシー 埼玉営業所 1,380,000

㈱関東サービス工社 1,260,000

㈱武田エンジニヤリング 1,100,000 ○
㈱トーニチ 1,320,000

日本環境クリアー㈱ 1,300,000

アクアイースト㈱ 60,500,000

㈱ウォーターエージェンシー 埼玉営業所 55,000,000 ○
㈱エステム 関東営業所 62,500,000

㈱関東サービス工社 61,800,000

㈱武田エンジニヤリング 61,200,000

㈱第一テクノ　関東支店 67,000,000

㈱トーニチ 60,400,000

昱㈱　北関東支店 6,900,000

㈱ウォーターエージェンシー 埼玉営業所 5,700,000 ○
㈱関東サービス工社 6,240,000

㈱武田エンジニヤリング 6,240,000

㈱第一テクノ　関東支店 6,800,000

㈱トーニチ 6,100,000

昱㈱　北関東支店 2,750,000

アクアイースト㈱ 2,160,000

㈱エステム 関東営業所 2,100,000

㈱カンエイメンテナンス 2,230,000

㈱武田エンジニヤリング 1,980,000 ○

2月18日 下水道施設課

15 午前１１時１５分
清久工業団地雨水ポンプ場維持
管理業務委託

2,178,000

16 午前１１時００分 雨水ポンプ場維持管理業務委託 6,270,000

15 午前１０時４５分 中継ポンプ場維持管理業務委託 60,500,000

14 午前１０時３０分
福祉施設ポンプ場維持管理業務
委託

1,210,000

13 午前１０時００分
農業集落排水処理施設（菖蒲地
区）維持管理業務委託

35,200,000

11 午前９時３０分
農業集落排水処理施設（久喜地
区）維持管理業務委託

38,280,000

12 午前９時４５分
農業集落排水処理施設（北中曽
根地区）維持管理業務委託

4,950,000



昱㈱　北関東支店 1,850,000

アクアイースト㈱ 1,420,000

㈱カンエイメンテナンス 1,350,000

公営事業㈱　埼玉営業所 1,524,000

㈱武田エンジニヤリング 1,290,000 ○
㈱ウォーターエージェンシー 埼玉営業所 2,600,000

㈱エステム 関東営業所 2,200,000 ○
公営事業㈱　埼玉営業所 2,796,000

㈱第一テクノ　関東支店 2,880,000

㈱トーニチ 2,450,000

ALSOK関東デリバリー㈱ 2,700,000 ○
綜合警備保障㈱埼玉中央支社 5,400,000

日本通運㈱埼玉支店 4,860,000

アイル・コーポレーション㈱ 17,000,000

旭ビル管理㈱久喜営業所 16,980,000

㈱エヌテックサービス 17,340,000

㈱サンワックス久喜営業所 17,000,000

㈱ソシアルサービス 17,240,000

太平ビル管理㈱ 17,380,000

日本環境クリアー㈱ 17,000,000

㈱ビルメン 16,400,000 ○
㈱EST　Corporation 4,923,500

関東図書㈱ 5,297,800

㈱昇寿堂北関東出張所 4,471,450

㈱タナカ東京支社 2,749,180 ○
東洋印刷㈱埼玉営業所 4,518,605

㈱ライズファクトリー 5,973,100

㈱三陽自動車埼玉営業所 4,212,000 ○
中田商会㈱ 7,104,000

㈱セノン埼玉支社 4,587,000

キョウワプロテック㈱埼玉事業所 辞退
大新東㈱ 辞退

＊落札額は入札金額に消費税相当額等を加算した金額

17 午前１１時４５分 調整池維持管理業務委託 2,420,000

16 午前１１時３０分
清久第１・２調整池維持管理業務
委託

1,353,000

1回目は左
記の通り。
2回目で落
札者決定。

学務課 4,633,20021

2月21日

午後１時３０分
令和2年度久喜市立栗橋幼稚園
通園バス運転業務委託

18,040,000

20 午前１1時0０分
令和2年度クーポン券・がん検診
案内通知等作成業務委託

中央保健セン
ター

3,024,098

19 2月20日 午前１0時0０分
久喜市健康福祉センター総合管
理運営業務

社会福祉課

18 2月19日 午後２時0０分 久喜市公金収納・運搬業務委託 出納室 2,970,000


