
（単位：円）消費税等を含む

入札・開札日 工事・委託名 工事・委託場所 入札方法 設計金額 予定価格
調査基準価格・
最低制限価格

落札金額 落札業者名 備考

4月24日 水質検査業務委託 熊谷市管内全域 指名 9,753,820 9,753,820 - 9,155,300
株式会社　総合環境分析
埼玉営業所

4月25日
配水管改良工事実施設計業務委託（そ
の１）

熊谷市上之地内ほか 指名 7,063,200 7,063,200 - 6,566,400
株式会社　関東工社　熊谷
出張所

4月25日
配水管改良工事実施設計業務委託（そ
の２）

熊谷市上新田地内ほか 指名 6,220,800 6,220,800 - 5,724,000
株式会社　関東工社　熊谷
出張所

4月25日
配水管改良工事実施設計業務委託（そ
の３）

熊谷市玉井地内ほか 指名 5,130,000 5,130,000 - 4,806,000
株式会社　日本水工コンサ
ルタント　熊谷営業所

4月25日
配水管改良工事実施設計業務委託（そ
の４）

熊谷市桜町・石原地内ほ
か

指名 5,130,000 5,130,000 - 4,752,000
株式会社　コーセツコンサ
ルタント　関東支店

4月25日
熊谷流通センター周辺配水管布設工事
実施設計業務委託

熊谷市佐谷田地内ほか 指名 6,339,600 6,339,600 - 5,886,000
東洋測地調査　株式会社
熊谷営業所

5月14日
配水管布設工事実施設計業務委託（そ
の２）

熊谷市樋春地内ほか 指名 2,592,000 2,592,000 - 2,376,000
旭工榮　株式会社　熊谷支
店

5月14日
熊谷地区浄配水場等緑地管理業務委
託

熊谷市原島１０３１番地ほ
か

指名 6,495,500 6,380,000 - 6,160,000 株式会社　森緑園

5月14日
配水管布設工事実施設計業務委託（そ
の１）

熊谷市久下・太井地内ほ
か

指名 3,272,400 3,272,400 - 3,024,000 トーカイテック　株式会社

5月14日
大里地区浄配水場等緑地管理業務委
託

熊谷市玉作３５１８番地ほ
か

指名 1,669,800 1,669,800 - 1,485,000 株式会社　久保造園土木

5月16日
東部浄水場空調設備保守点検業務委
託

熊谷市原島１０３１番地 指名 1,680,800 1,680,800 - 1,650,000 株式会社　オキナヤ

5月23日
配水管改良工事実施設計業務委託（そ
の５）

熊谷市妻沼地内ほか 指名 5,961,600 5,961,600 - 5,616,000
株式会社　技術開発コンサ
ルタント　熊谷支店

5月23日
新堀新田地内ほか配水管布設工事実
施設計業務委託

熊谷市新堀新田地内ほか 指名 5,713,200 5,713,200 - 5,227,200
株式会社　東洋設計事務所
埼玉出張所

5月23日 給水区切替計画策定業務委託 熊谷市吉岡・江南地区 指名 2,354,400 2,354,400 - 2,052,000
株式会社　東洋設計事務所
埼玉出張所

5月23日
設計施工一括発注方式導入に係るアド
バイザリー業務委託

熊谷市地内 指名 4,664,000 4,664,000 - 4,180,000
株式会社　日水コン　埼玉
事務所

5月27日 原島・代地内配水管改良工事 熊谷市原島・代地内 一般 10,594,800 10,594,800 9,298,028 9,298,044 今泉建材　株式会社

5月27日
配水管布設工事実施設計業務委託（そ
の３）

熊谷市上之土地区画整理
事業区域内ほか

指名 2,408,400 2,408,400 - 2,214,000
株式会社　コーセツコンサ
ルタント　関東支店

6月6日
妻沼地区浄配水場等緑地管理業務委
託

熊谷市八木田５２３番地ほ
か

指名 2,956,800 2,956,800 - 2,794,000 株式会社　森緑園
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6月6日
江南地区浄配水場等緑地管理業務委
託

熊谷市成沢９２６番地ほか 指名 3,048,100 3,048,100 - 2,673,000 有限会社　たつみ造園

6月6日
上之（区画）第２２次配水管布設工事（第
１工区）

上之土地区画整理事業区
域内

指名 1,857,600 1,857,600 1,637,491 1,641,060 坪井建設　株式会社

6月6日
配水管移設工事実施設計業務委託（そ
の１）

熊谷市平戸地内ほか 指名 4,935,600 4,935,600 - 4,503,600
冨洋設計　株式会社　さい
たま営業所

6月6日
小江川増圧配水場Ｎｏ．１配水ポンプ盤
インバータ等更新工事

熊谷市小江川９２２番地２ 指名 4,274,640 4,274,640 3,841,763 3,855,600
明協電機　株式会社　さい
たま営業所

6月13日 漏水調査業務委託 熊谷市給水区全域 指名 45,914,000 45,100,000 - 41,360,000
株式会社　コスモリサーチ
埼玉営業所

6月18日
配水管改良工事実施設計業務委託（そ
の６）

熊谷市石原三丁目地内ほ
か

指名 4,378,000 4,378,000 - 4,180,000 株式会社　富士測量

6月18日
配水管改良工事実施設計業務委託（そ
の７）

熊谷市上奈良地内ほか 指名 4,829,000 4,829,000 - 4,510,000
株式会社　コーセツコンサ
ルタント　関東支店

6月18日
配水管改良工事実施設計業務委託（そ
の８）

熊谷市本石二丁目地内ほ
か

指名 4,906,000 4,906,000 - 4,565,000 トーカイテック　株式会社

6月21日 箱田三・四丁目地内配水管改良工事
熊谷市箱田三、四丁目地
内

一般 53,581,000 53,581,000 47,963,653 47,965,500 株式会社　オキナヤ

6月21日 東部第５水源ポンプ等更新工事 熊谷市柿沼７８０番地９９ 一般 45,332,100 45,332,100 41,705,532 44,000,000
荏原商事　株式会社　関東
支社

6月24日 建設発生土運搬工事（その１） 熊谷市八ツ口地内ほか 一般 13,800,240 13,800,240 12,109,843 12,109,843
有限会社　後藤衛生コンサ
ルタント

6月27日 浄配水場運転管理等業務委託
熊谷市原島１０３１番地ほ
か

一般 377,432,000 377,432,000 226,459,200 372,240,000
株式会社　ウォーターエー
ジェンシー　埼玉営業所


