
平成３０年度熊谷市水道部入札結果 ４月～６月開札分
（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17日 飲料水放射性物質測定業務委託
熊谷市原島１０３１番地ほ
か

指名 190,080 190,080 - 190,080
株式会社　熊谷環境分析セ
ンター

4月23日 水質検査業務委託 熊谷市管内全域 指名 14,132,664 13,716,000 - 13,478,400
平成理研　株式会社　群馬
営業所

4月26日
配水管布設工事実施設計業務委託（そ
の１）

熊谷市原島地内 指名 2,851,200 2,851,200 - 2,646,000
株式会社　関東工社　熊谷
出張所

4月26日
配水管改良工事実施設計業務委託（そ
の１）

熊谷市筑波地内ほか２箇
所

指名 5,324,400 5,324,400 - 4,914,000
株式会社　関東工社　熊谷
出張所

4月26日
官民連携管路整備手法導入可能性調
査業務委託

熊谷市地内 指名 5,724,000 5,616,000 - 5,292,000
株式会社　日水コン　埼玉
事務所

4月27日
熊谷市水道事業経営変更認可策定業
務委託

熊谷市地内 指名 45,025,200 44,280,000 - 43,200,000
株式会社　東洋設計事務
所　埼玉出張所

5月9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 6,318,000 6,156,000 - 6,015,600 株式会社　森　緑　園

5月10日
上之（区画）第２１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

一般 11,654,280 11,654,280 10,342,586 10,778,400 有限会社　小林水道工業

5月11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 1,548,720 1,548,720 - 1,479,600 株式会社　オキナヤ

5月15日 自動車（貨物自動車）１台購入
熊谷市水道部　熊谷市原
島１０３１番地（東部浄水場
内）

指名 3,532,844 3,279,677 - 3,073,311 有限会社　小谷野自動車

5月16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 2,373,840 2,373,840 - 2,019,600 有限会社　たつみ造園

5月16日
配水管改良工事実施設計業務委託（そ
の３）

熊谷市上之地内ほか２箇所 指名 5,032,800 5,032,800 - 4,644,000
共和コンサルタント　株式会
社　熊谷営業所

5月16日 送水管更新基本設計業務委託 熊谷市原島地内ほか 指名 18,230,400 18,230,400 - 16,405,200
株式会社　東洋設計事務
所　埼玉出張所

5月17日
配水管移設工事実施設計業務委託（そ
の２）

熊谷市広瀬、円光一丁目地
内

指名 3,952,800 3,952,800 - 3,726,000
株式会社　ジェーエステック
熊谷営業所

5月17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 4,460,400 4,460,400 - 4,158,000 トーカイテック　株式会社

5月17日 妻沼地区水源試掘調査業務委託 熊谷市西城地内 指名 37,314,000 37,314,000 - 27,000,000 有限会社　大槻ポンプ

5月18日 水文調査業務委託 熊谷市全域 指名 8,488,800 8,316,000 - 7,884,000
川崎地質　株式会社　北関
東支店

5月18日 漏水調査業務委託 熊谷市給水区全域 指名 43,232,400 42,336,000 - 41,364,000
株式会社　コスモリサーチ
埼玉営業所
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5月21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 1,480,680 1,480,680 - 1,350,000 株式会社　久保造園土木

5月21日 妻沼地区浄水場等緑地管理業務委託
熊谷市八木田５２３番地ほ
か

指名 2,877,120 2,877,120 - 2,532,600 第一総合建設　株式会社

5月21日
配水管改良工事実施設計業務委託（そ
の４）

熊谷市原島・代地内 指名 4,104,000 4,104,000 - 3,801,600
株式会社　関東工社　熊谷
出張所

5月31日 江南浄水場自家発電装置更新工事 熊谷市成沢９２６番地 一般 395,431,200 395,431,200 355,888,080 378,000,000
荏原商事　株式会社　関東
支社

6月8日
江南浄水場自家発電装置更新工事施
工監理業務委託

熊谷市成沢９２６番地 指名 3,672,000 3,672,000 - 3,488,400
株式会社　日水コン　埼玉
事務所

6月15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 24,269,760 24,269,760 21,389,072 21,389,072 株式会社　アキミズ

6月19日
熊谷市上下水道料金管理システム一式
賃貸借

熊谷市原島１０３１番地 指名 945,287 945,000 - 844,344
ＮＴＴファイナンス　株式会
社　関東支店

6月20日
吉岡配水場施設改修工事等実施設計
業務委託

熊谷市楊井１８２６－１ほ
か

指名 50,468,400 50,468,400 35,327,880 45,360,000
株式会社　東洋設計事務
所　埼玉出張所

6月28日
妻沼新第２浄水場アクティブフィルタ盤
修繕工事

熊谷市八ツ口１８１番地 指名 3,216,240 3,216,240 2,857,950 3,024,000 田辺電機　株式会社

6月28日
配水管布設工事実施設計業務委託（そ
の２）

熊谷市東別府地内ほか 指名 8,035,200 8,035,200 - 7,560,000
株式会社　日本水工コンサ
ルタント　熊谷営業所

6月28日 配水管布設基本設計業務委託 熊谷市拾六間地内ほか 指名 8,532,000 8,532,000 - 7,776,000
株式会社　東洋設計事務
所　埼玉出張所

6月29日 円光・箱田地内配水管布設工事
熊谷市円光一丁目・箱田
六丁目地内

一般 29,911,680 29,911,680 26,701,597 26,855,280 有限会社　並木住宅設備

6月29日 東部第３水源ポンプ等更新工事 熊谷市柿沼８６１番地１ 一般 41,170,680 41,170,680 37,053,612 38,880,000
荏原商事　株式会社　関東
支社

6月29日
原島・代地内配水管改良工事（第１工
区）

熊谷市原島・代地内 一般 46,187,280 46,187,280 41,365,548 41,459,040 有限会社　並木住宅設備


