入札・契約結果 ４月
入札日
契約日

種別 発注課

04/06 業務 市民活動
委託 支援課

摘要・納品場所

契約額（税込）

越谷市赤山交流館外４館電気主任技
術者委託（長期継続契約）
赤山交流館 越谷市赤山町三丁目
１２８番地１外４か所

\2,411,078

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
入札金額

指名（選定）業者名
一般財団法人関東電気保安協会埼玉事業本部
一般財団法人関東電気保安協会埼玉事業 落札

サトー電気管理事務所

04/06 印刷 国民健康
製本 保険課

特定健診等受診案内通知印刷請負

\2,987,928

国民健康保険課

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

\2,232,480

辞退

日本環境クリアー株式会社

\2,889,600

増田電気管理事務所

\3,110,000

株式会社むさしビルクリーナー

\3,634,000

株式会社リンレイサービス埼玉支店

\2,300,000

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/04/16 〜 H30/06/08
入札金額

指名（選定）業者名
無効
株式会社イムラ封筒パッケージソリューション営業統括部
株式会社イムラ封筒パッケージソリューショ
内訳
特定健診受診券等

共同印刷株式会社

１式

失格

\5,616,000

昭和株式会社越谷営業所
有限会社昭和エンタープライズ

辞退

株式会社ディーエムエス

落札

\3,966,000

日本通信紙株式会社埼玉出張所
04/06 業務 保健総務
委託 課

越谷市自殺対策推進計画策定支援業
務委託
保健総務課 精神保健支援室

\3,132,000

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/04/10 〜 H31/03/25
入札金額

指名（選定）業者名

\3,150,000

株式会社サーベイリサーチセンター営業企画本部
株式会社サーベイリサーチセンター営業企

株式会社社会構想研究所

04/06 業務 環境政策
委託 課

ダイオキシン類環境調査業務委託
越谷市内

\2,268,000

落札

\3,380,000

株式会社地域計画連合

\3,400,000

株式会社地域総合計画研究所

\4,600,000

株式会社ワイズマンコンサルティングさいたま支店
株式会社ワイズマンコンサルティングさいた

\3,500,000

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/04/10 〜 H31/03/22
入札金額
\2,500,000

エヌエス環境株式会社東京支社

\3,090,000

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会
株式会社産業分析センター草加試験所

辞退

\3,330,000

株式会社静環検査センター埼玉営業所
東邦化研株式会社

落札

越谷市内河川

\4,914,000

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/04/11 〜 H31/03/29
入札金額

指名（選定）業者名
エヌエス環境株式会社東京支社

落札

株式会社産業分析センター草加試験所

辞退

\5,350,000

株式会社静環検査センター埼玉営業所
中外テクノス株式会社埼玉営業所

辞退

\4,600,000

東邦化研株式会社
有害大気汚染物質等モニタリング調
査業務委託
一般環境大気測定局 東越谷第二公
園内 越谷市東越谷三丁目１４番地

\1,944,000

\4,550,000
\5,200,000

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会

04/06 業務 環境政策
委託 課

\2,100,000
\2,850,000

ユーロフィン日本環境株式会社埼玉支店
04/06 業務 環境政策
委託 課

\2,900,000

株式会社ジャパンインターナショナル総合

指名（選定）業者名

平成３０年度河川水質流量調査業務
委託

\2,766,600

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/04/11 〜 H31/03/22
入札金額

指名（選定）業者名
エヌエス環境株式会社東京支社

落札

\3,540,000

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会
株式会社産業分析センター草加試験所

\1,800,000

辞退

東京テクニカル・サービス株式会社埼玉支店
東京テクニカル・サービス株式会社埼玉支

\3,300,000

東邦化研株式会社

\3,500,000

ユーロフィン日本環境株式会社埼玉支店

\3,320,000

入札日
契約日

種別 発注課

04/06 業務 産業支援
委託 課

契約額（税込）

摘要・納品場所
若年者等就職支援事業委託（長期継
続契約）
産業雇用支援センター３階相談室 越
谷市東越谷一丁目５番地６

\9,911,289

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
指名（選定）業者名

入札金額

農業技術センター施設・設備保守管理
業務委託（長期継続契約）
農業技術センター 越谷市増森一丁
目６９番地

\7,881,840

株式会社シグマコミュニケーションズ

辞退

特定非営利活動法人すだち

落札

株式会社東京リーガルマインド

無効

株式会社パソナパソナ・さいたま

辞退

ヒューマンタッチ株式会社

失格

入札金額

指名（選定）業者名
アイル・コーポレーション株式会社越谷支店

\8,060,000

株式会社ケイミックス埼玉支店

\7,610,000

越ヶ谷小学校 越谷市中町１番４１号
外４４校

\1,556,111

日本美装株式会社
株式会社むさしビルクリーナー

落札

04/06 業務 学務課
委託

通学指導員業務委託
越谷市蒲生東町地内 外１か所

\2,554,416

入札金額

有限会社コバヤシ

辞退

浜野文具店

落札

\1,606,125

株式会社まつうら

\2,010,924

株式会社丸五商店

\2,484,849

入札金額

04/10 業務 市民活動
委託 支援課

株式会社ＴＳビルシステム埼玉東営業所

\3,240,000

株式会社東邦ガードシステムズ

\3,024,000
落札

入札金額

\2,365,200

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/04/12 〜 H31/03/31
入札金額

指名（選定）業者名

\6,901,200

入札金額

辞退

\3,000,000

株式会社アドバンスサービス

\1,200,000

株式会社アビック埼玉支店

\2,580,000

新陽ビルサービス株式会社

\850,000

株式会社日環サービス
新方地区センター・地域包括支援セン
ター新方清掃業務委託（長期継続契
約）
新方地区センター・地域包括支援セン
ター新方 越谷市大字大吉４７０番地
１

入札金額

\3,350,000

高橋工業株式会社越谷支店

東和警備保障株式会社

\852,120

入札金額

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/04/12 〜 H31/03/31

エスシーエス株式会社越谷支店

第一学校給食センター 越谷市相模
町三丁目４８番地１外２か所

入札金額

\1,440,844

株式会社文伸堂

アイル・コーポレーション株式会社越谷支店

04/06 業務 給食課
委託

入札金額

\2,400,000

指名（選定）業者名

学校給食センター害虫駆除等業務委
託

入札金額

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/04/11 〜 H30/05/18
指名（選定）業者名

2,418冊
2,940冊

入札金額

\7,298,000
\8,300,000

株式会社おぎた文具店
内訳
お絵かき帳 B5判・30枚綴
漢字練習帳 B5判・50字
外６品

入札金額

\7,743,000
失格

株式会社リンレイサービス埼玉支店
運動会記念品ノート購入

入札金額

\9,177,120

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31

株式会社サンワックスさいたま支店

04/06 物品 学校管理
購入 課

入札金額

\9,400,000

一般社団法人感動プロジェクト

04/06 業務 農業振興
委託 課

入札金額

落札

\789,000

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
入札金額

指名（選定）業者名

\7,000,000

新陽ビルサービス株式会社
有限会社大洋警備保障
高橋工業株式会社越谷支店
日本美装株式会社

落札

\6,390,000
\6,759,000
\18,324,000

株式会社ホリ・エンタープライズ

\7,200,000

株式会社リンレイサービス埼玉支店

\8,500,000

入札日
契約日

種別 発注課

04/10 業務 市民活動
委託 支援課

摘要・納品場所
増林地区センター・教育センター・地域
包括支援センター増林清掃業務委託
（長期継続契約）
増林地区センター・教育センター・地域
包括支援センター増林 越谷市増林
三丁目４番地１

契約額（税込）

\14,796,000

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
指名（選定）業者名
株式会社アドバンスサービス

入札金額

荻島地区センター・地域包括支援セン
ター荻島・北越谷清掃業務委託（長期
継続契約）
荻島地区センター・地域包括支援セン
ター荻島・北越谷 越谷市大字南荻島
１９０番地１

\7,003,800

落札

高橋総業株式会社

失格

\18,000,000

株式会社ホリ・エンタープライズ

\16,500,000

株式会社むさしビルクリーナー

\16,900,000

入札金額

高橋工業株式会社越谷支店
高橋総業株式会社

失格

\8,200,000

株式会社むさしビルクリーナー

\10,505,000

入札金額

越谷市産業雇用支援センター 越谷
市東越谷一丁目５番地６

\9,500,000

株式会社日環サービス

\9,800,000

ビソー工業株式会社越谷支店

\9,600,000

株式会社ビルメン

\9,550,000

入札金額
\7,122,000

新陽ビルサービス株式会社

\6,780,000
落札

\2,808,000

入札金額

入札金額

\6,350,000

高橋総業株式会社

\6,400,000

株式会社ホリ・エンタープライズ

\7,500,000

株式会社リンレイサービス埼玉支店

\8,950,000

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
入札金額

指名（選定）業者名

農業技術センター清掃業務委託（長期
継続契約）

\9,360,000

株式会社庶務サービス

失格

新陽ビルサービス株式会社

\10,800,000

太平ビル管理株式会社

\11,000,000

有限会社大洋警備保障

\11,625,000

高橋総業株式会社

\11,600,000

日建総業株式会社越谷営業所

\10,600,000

株式会社ホリ・エンタープライズ

農業技術センター 越谷市増森一丁
目６９番地

落札

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31

株式会社アドバンスサービス

04/10 業務 農業振興
委託 課

失格

指名（選定）業者名

\11,318,400

入札金額

\9,580,000

有限会社大洋警備保障

有限会社大洋警備保障

04/10 業務 産業支援
委託 課

入札金額

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31

株式会社むさしビルクリーナー

越谷市産業雇用支援センター清掃業
務委託（長期継続契約）

入札金額

\6,485,000

株式会社ホリ・エンタープライズ

指名（選定）業者名

\6,858,000

入札金額

\8,640,000
落札

株式会社アドバンスサービス

南越谷地区センター・地域包括支援セ
ンター南越谷清掃業務委託（長期継続
契約）
南越谷地区センター・地域包括支援セ
ンター南越谷 越谷市南越谷四丁目
２１番地１

入札金額

失格

アイル・コーポレーション株式会社越谷支店

04/10 業務 市民活動
委託 支援課

入札金額

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
指名（選定）業者名

\10,108,800

入札金額

\13,700,000

日建総業株式会社越谷営業所

株式会社サンワックスさいたま支店

04/10 業務 市民活動
委託 支援課

入札金額

\15,500,000

有限会社大洋警備保障

株式会社オーチュー埼玉支店

蒲生地区センター・地域包括支援セン
ター蒲生清掃業務委託（長期継続契
約）
蒲生地区センター・地域包括支援セン
ター蒲生 越谷市登戸町３３番１６号

入札金額

失格

新陽ビルサービス株式会社

04/10 業務 市民活動
委託 支援課

入札金額

落札

\10,480,000

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
指名（選定）業者名

入札金額

株式会社庶務サービス

\3,122,000

新陽ビルサービス株式会社

\3,100,000

有限会社大洋警備保障

落札

\2,600,000

日本環境マネジメント株式会社

\5,100,000

株式会社ホリ・エンタープライズ

\5,000,000

株式会社むさしビルクリーナー

\2,863,400

入札日
契約日

種別 発注課

04/10 業務 消防本部
委託 総務課

摘要・納品場所

契約額（税込）

消防本庁舎清掃業務委託（長期継続
契約）
消防本庁舎 越谷市大沢二丁目１０番
１５号

\7,152,840

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
指名（選定）業者名

入札金額

04/11 印刷 生活福祉
製本 課

窓あき封筒の印刷請負
生活福祉課

\328,924

04/12 業務 青少年課
委託

落札

児童館コスモス 越谷市千間台東二
丁目９番地

\9,800,000

株式会社ホリ・エンタープライズ

\7,600,000

入札金額

\1,641,600

越谷市役所外３か所

決定

\240,200,640

入札金額
決定

入札金額
\240,000,000

新陽ビルサービス株式会社

\240,000,000

日建総業株式会社越谷営業所

\22,680,000

落札

\245,000,000

株式会社むさしビルクリーナー

\238,000,000

株式会社リンレイサービス埼玉支店

\242,000,000

新陽ビルサービス株式会社

入札金額

入札金額

\27,000,000
\23,200,000
無効

\32,400,000

太平ビル管理株式会社
有限会社大洋警備保障

落札

高橋総業株式会社

\21,000,000
\32,000,000

高橋工業株式会社越谷支店
失格

\22,000,000

株式会社ホリ・エンタープライズ
契約方法 ： 競争見積合せ
履行期間 ： H30/04/13 〜 H30/06/29

入札金額

指名（選定）業者名
内訳
第７期越谷市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画書
500冊
第７期越谷市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画書概要版 8000冊

入札金額

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
指名（選定）業者名

\856,224

入札金額

\222,408,000

株式会社ホリ・エンタープライズ

株式会社アドバンスサービス

第７期越谷市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画書及び概要版印刷
請負
介護保険課

入札金額

\248,000,000

アイル・コーポレーション株式会社越谷支店

04/13 印刷 介護保険
製本 課

入札金額

辞退

高橋工業株式会社越谷支店

北部市民会館 越谷市大字恩間１８１
番地１

入札金額

\1,520,000

株式会社サンワックスさいたま支店
有限会社大洋警備保障

北部市民会館清掃業務委託（長期継
続契約）

入札金額

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
指名（選定）業者名

04/13 業務 市民活動
委託 支援課

入札金額

\1,008,000

契約方法 ： 一者特命
履行期間 ： H30/06/01 〜 H31/03/31

株式会社五藤光学研究所
04/13 業務 庁舎管理
委託 課

入札金額

指名（選定）業者名

市庁舎清掃業務委託（長期継続契約）

入札金額

\304,560
\324,000

指名（選定）業者名

児童館コスモスプラネタリウムソフト
セッティング業務委託
児童館コスモス 越谷市千間台東二
丁目９番地

決定

契約方法 ： 一者特命
履行期間 ： H30/06/01 〜 H31/03/31

株式会社五藤光学研究所
04/12 業務 青少年課
委託

入札金額

契約方法 ： 競争見積合せ
履行期間 ： H30/04/11 〜 H30/05/30

若松屋印刷有限会社

\1,088,640

\6,623,000

新陽ビルサービス株式会社

有限会社カワカミ印刷

児童館コスモスプラネタリウム保守管
理委託

入札金額

\9,700,000

指名（選定）業者名
内訳
窓あき封筒（郵便区内特別）
34,000枚
窓あき封筒 20,000枚

入札金額

失格

株式会社ケイミックス埼玉支店
株式会社庶務サービス

入札金額

\9,550,000

アイル・コーポレーション株式会社越谷支店
株式会社オーチュー埼玉支店

入札金額

有限会社カワカミ印刷

決定

\792,800

巧和工芸印刷株式会社

\1,116,000

有限会社智巧社

\1,325,000

株式会社のりくら

\1,177,000

文進堂印刷株式会社

\1,215,000

若松屋印刷有限会社

\1,400,000

入札日
契約日

種別 発注課

摘要・納品場所

契約額（税込）

リサイクルプラザ清掃業務委託（長期

04/13 業務 リサイクル 継続契約）
委託 プラザ

リサイクルプラザ 越谷市大字砂原
３５５番地

\35,964,000

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
指名（選定）業者名

入札金額

株式会社アドバンスサービス

\34,440,000

株式会社庶務サービス

\34,680,000

新陽ビルサービス株式会社

\34,000,000

太平ビル管理株式会社

\35,000,000

高橋総業株式会社

\35,200,000

日建総業株式会社越谷営業所

\33,600,000

株式会社ホリ・エンタープライズ

落札

委託 プラザ

リサイクルプラザ 越谷市大字砂原
３５５番地

\468,504,000

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

\33,300,000
\34,200,000

株式会社むさしビルクリーナー
リサイクルプラザ資源化施設運転管理
04/13 業務 リサイクル 等業務委託（長期継続契約）

入札金額

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
指名（選定）業者名

入札金額

株式会社環境テクノ朝霞支店

\472,000,000

極東開発工業株式会社

\530,000,000

株式会社サンワックスさいたま支店

\504,000,000

落札 \433,800,000
新明和ウエステック株式会社施設運営部埼玉営業所
新明和ウエステック株式会社施設運営部埼

04/13 業務 治水課
委託

大場落し排水機場等維持管理業務委
託（長期継続契約）
越谷市大場落し排水機場 越谷市大
字下間久里５６５番地１ 外７９か所

\537,321,600

株式会社タクマテクノス

\522,000,000

日本環境クリアー株式会社

\480,000,000

日本環境マネジメント株式会社

\500,400,000

Ｈｉｔｚ環境サービス株式会社

\495,000,000

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
入札金額

指名（選定）業者名
株式会社ウォーターエージェンシー埼玉営業所
株式会社ウォーターエージェンシー埼玉営

\512,000,000

大阿蘇水質管理株式会社

\530,000,000

城山産業株式会社埼玉支店

\512,000,000

株式会社武田エンジニヤリング

\523,800,000

株式会社トーニチ

\499,716,000

日建総業株式会社越谷営業所

\520,000,000

日本環境クリアー株式会社

落札

\497,520,000

株式会社前澤エンジニアリングサービス関東支店 辞退
株式会社前澤エンジニアリングサービス関

04/13 業務 治水課
委託

自家用電気工作物の保安管理業務委
託（長期継続契約）
越谷市大場落し排水機場 越谷市大
字下間久里５６５番地１ 外２９か所

\23,347,440

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
指名（選定）業者名

入札金額

旭ビル管理株式会社

\21,750,000

株式会社オーチュー埼玉支店

\22,170,000

一般財団法人関東電気保安協会埼玉事業本部
一般財団法人関東電気保安協会埼玉事業 辞退

株式会社サンワックスさいたま支店

\22,520,000

株式会社武田エンジニヤリング

\24,480,000

日本環境クリアー株式会社

04/13 業務 生涯学習
委託 課

あだたら高原少年自然の家食堂業務
委託（長期継続契約）
あだたら高原少年自然の家 福島県
二本松市大字永田字長坂国有林１４
林班ゐ２小班

\44,790,840

落札

\21,618,000

株式会社ビルメン

\22,680,000

株式会社むさしビルクリーナー

\21,700,000

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
指名（選定）業者名

入札金額

株式会社グリーンハウス

\59,786,000

株式会社ジェービーエム事業本部

\54,120,000

商船三井興産株式会社

落札

株式会社東京天竜

失格

株式会社フォレスト

辞退

\41,473,000

\75,300,000

株式会社丸鈴
株式会社メフォス

失格

株式会社レクトン

辞退

入札日
契約日

種別 発注課

04/13 業務 指導課
委託

契約額（税込）

摘要・納品場所
越谷市立小中学校外国語指導事業
越ヶ谷小学校 越谷市中町１番４１号
外４４校

\63,340,531

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/04/23 〜 H31/03/08
指名（選定）業者名

入札金額

株式会社ＲＣＳコーポレーション本社

落札

株式会社アスカクリエート

失格

株式会社たんぽぽ

辞退

ＮＯＶＡホールディングス株式会社

失格

第一学校給食センター 越谷市相模
町三丁目４８番地１

内訳
洗浄機
工事費

\51,840,000

富士ヒューマンテック株式会社

失格

株式会社ボーダーリンク

辞退

04/13 製造 第三学校
請負 給食セン
ター

第三学校給食センター 越谷市大字
砂原５２０番地

内訳
洗浄機
諸経費

\20,520,000

\50,650,000

新日本厨機株式会社埼玉営業所

\51,400,000

タニコー株式会社川口営業所

\50,100,000

株式会社中西製作所北関東支店

\49,750,000

\3,000,000

ホシザキ北関東株式会社越谷営業所

\52,000,000

株式会社マルゼン大宮支店

\49,200,000

入札金額

株式会社アイホー埼玉営業所

\20,700,000

新日本厨機株式会社埼玉営業所

\19,800,000

タニコー株式会社川口営業所

\21,800,000

株式会社中西製作所北関東支店

\21,300,000
落札

\567,000

越谷市全域

\21,500,000

ホシザキ北関東株式会社越谷営業所

\22,400,000

株式会社マルゼン大宮支店

\20,000,000

入札金額

\11,880,000

入札金額
決定

日本都市技術株式会社埼玉事務所
04/20 物品 介護保険
購入 課

\626,400

介護保険課

決定

04/20 印刷 生涯学習
製本 課

アルト

有限会社尾ヶ井

１台
１式

越谷市制６０周年記念 第２９回こしが
や薪能ポスター等印刷請負

\281,809

生涯学習課

1,420枚
4,290枚

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

\11,000,000

入札金額
\685,000
落札

\580,000

有限会社オガワ

\610,000

東武マツダ株式会社

\677,000

契約方法 ： 競争見積合せ
履行期間 ： H30/04/20 〜 H30/09/04
入札金額

指名（選定）業者名
内訳
ポスター
チラシ
外２件

入札金額

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/04/24 〜 H30/06/29

有限会社浅見自動車商会
スズキ

入札金額

\525,000

入札金額

指名（選定）業者名
内訳
軽乗用自動車
（付属品含）
諸費用

入札金額

契約方法 ： 一者特命
履行期間 ： H30/04/18 〜 H31/03/29
指名（選定）業者名

庁用車購入（介護保険課）

入札金額

\2,777,778

契約方法 ： 一者特命
履行期間 ： H30/04/18 〜 H31/03/29

一般社団法人埼玉県計量協会
04/18 業務 都市計画
委託 課

入札金額

契約方法 ： 一者特命
履行期間 ： H30/04/17 〜 H30/06/09

指名（選定）業者名

荻島地区における土地利用推進に関
する関係機関協議資料作成等業務委
託
都市計画課

入札金額

\19,000,000

株式会社フジマック北関東事業部北関東営業部
株式会社フジマック北関東事業部北関東営

指名（選定）業者名

特定計量器検査業務委託

入札金額

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/04/20 〜 H30/08/31

株式会社エヌエイチケイエデュケーショナル 決定
04/18 業務 くらし安心
委託 課

入札金額

\48,000,000
\49,600,000

指名（選定）業者名

１台
１式

越谷市制６０周年記念事業「遊育計画
スペシャルステージｉｎ越谷」実施業務
委託
サンシティ越谷市民ホール 越谷市南
越谷一丁目２８７６番地１

落札

株式会社フジマック北関東事業部北関東営業部
株式会社フジマック北関東事業部北関東営

日本調理機株式会社埼玉営業所

04/17 業務 広報広聴
委託 課

入札金額

株式会社アイホー埼玉営業所

日本調理機株式会社埼玉営業所

第三学校給食センター コンテナ洗浄
機製造請負

入札金額

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/04/20 〜 H30/08/17
指名（選定）業者名

１台
１式

入札金額

\58,648,640

\73,440,000

株式会社ハートコーポレイション

第一学校給食センター 食器洗浄機
製造請負

入札金額

\88,400,000

株式会社ジョイトーク

04/13 製造 第一学校
請負 給食セン
ター

入札金額

文進堂印刷株式会社
若松屋印刷有限会社

決定

\260,935
\335,123

入札日
契約日

種別 発注課

04/23 業務 庁舎管理
委託 課

摘要・納品場所

契約額（税込）

本庁舎ターボ冷凍機保守委託
越谷市役所

\693,360

契約方法 ： 一者特命
履行期間 ： H30/04/23 〜 H30/12/14
指名（選定）業者名
株式会社エバジツ

04/23 業務 学校管理
委託 課

プールろ過機点検業務委託（越ヶ谷小
学校外４１校）
越ヶ谷小学校 越谷市中町１番４１号
外４１校

\1,632,960

指名（選定）業者名

特別徴収開始通知書用窓付封筒印刷
請負
アイネスグループ第二倉庫 川崎市中
原区宮内１−２０−３０

\406,674

こしがや愛されグルメ発信事業業務委
託
観光課

\4,989,600

決定

越谷市役所

\4,428,000

決定

若松屋印刷有限会社

失格

介護保険課

\574,992

コシガヤホシクサ野生復帰支援業務
委託
越谷市瓦曽根一丁目地内外

\580,000

決定

決定

広報広聴課

\1,283,580

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

\4,100,000

入札金額

有限会社カワカミ印刷

\683,650

株式会社大和ビジネス

\738,100

有限会社智巧社

\659,450
決定

\532,400

契約方法 ： 一者特命
履行期間 ： H30/04/26 〜 H31/03/22

特定非営利活動法人アクアキャンプ
平成３０年度市政世論調査業務委託

入札金額

\4,620,000

入札金額

指名（選定）業者名

04/27 業務 広報広聴
委託 課

入札金額

契約方法 ： 競争見積合せ
履行期間 ： H30/04/26 〜 H30/05/31

株式会社のりくら
04/26 業務 環境政策
委託 課

入札金額

\376,550

入札金額

指名（選定）業者名
内訳
介護保険料周知用リーフレット
121,000枚

入札金額

契約方法 ： 一者特命
履行期間 ： H30/04/25 〜 H31/03/31

株式会社パスコ越谷営業所
04/26 印刷 介護保険
製本 課

入札金額

契約方法 ： 一者特命
履行期間 ： H30/04/25 〜 H31/03/29

指名（選定）業者名

介護保険料周知用リーフレット印刷請
負

入札金額

\1,512,000

入札金額

有限会社カワカミ印刷

株式会社ＪＴＢ埼玉支店
越谷市空き家等管理システム業務委
託

入札金額

契約方法 ： 競争見積合せ
履行期間 ： H30/04/24 〜 H30/05/28

指名（選定）業者名

04/25 業務 建築住宅
委託 課

入札金額

\642,000

入札金額

指名（選定）業者名

内訳
特別徴収開始通知書用窓付封筒
85,000枚

04/25 業務 観光課
委託

決定

入札金額

契約方法 ： 一者特命
履行期間 ： H30/04/23 〜 H30/10/12

株式会社三進ろ過工業東京営業所
04/24 印刷 介護保険
製本 課

入札金額

入札金額
決定

\537,038

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/05/09 〜 H30/11/30
入札金額

指名（選定）業者名

\1,690,000

株式会社サーベイリサーチセンター営業企画本部
株式会社サーベイリサーチセンター営業企

公益財団法人埼玉りそな産業経済振興財

辞退

株式会社タイム・エージェント

\1,420,000

株式会社ぶぎん地域経済研究所

\3,800,000

一般社団法人輿論科学協会

落札

\1,188,500

辞退
株式会社ワイズマンコンサルティングさいた
株式会社ワイズマンコンサルティングさいたま支店

04/27 業務 市民活動
委託 支援課

桜井地区センター・地域包括支援セン
ター桜井清掃業務委託（長期継続契
約）
桜井地区センター・地域包括支援セン
ター桜井 越谷市大字下間久里７９２
番地１

\6,350,400

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
入札金額

指名（選定）業者名
株式会社アドバンスサービス

辞退

株式会社オーチュー埼玉支店

\6,500,000

株式会社庶務サービス

\6,850,000

新陽ビルサービス株式会社

\6,120,000

高橋工業株式会社越谷支店

\6,600,000

高橋総業株式会社

落札

\5,880,000

入札日
契約日

種別 発注課

摘要・納品場所

契約額（税込）

放置自転車等保管・返還業務委託（長

04/27 業務 くらし安心 期継続契約）
委託 課

越谷市放置自転車等保管所 越谷市
蒲生西町一丁目地内 東武鉄道高架
下

\22,122,720

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/06/01 〜 H33/05/31
指名（選定）業者名

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

アイル・コーポレーション株式会社越谷支店 落札 \20,484,000
\24,000,000

サイカパーキング株式会社
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
シダックス大新東ヒューマンサービス株式

株式会社庶務サービス

\23,200,000

高橋工業株式会社越谷支店

\24,500,000

ビソー工業株式会社越谷支店

04/27 業務 市民健康
委託 課

04/27 業務 維持管理
委託 課

第２次越谷市健康づくり行動計画・食
育推進計画「いきいき越谷２１」中間見
直し支援業務委託
市民健康課 保健センター内 越谷市
東大沢一丁目１２番地１

\1,447,200

失格

株式会社ホリ・エンタープライズ

\24,900,000

株式会社むさしビルクリーナー

\23,634,000

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/05/08 〜 H31/03/15
指名（選定）業者名

トイレ清掃委託（越谷駅東口トイレ外８
か所）
越谷駅東口トイレ 越谷市弥生町地内
外８か所

辞退

\1,144,800

入札金額

株式会社アイアールエス

\1,480,000

株式会社社会構想研究所

\1,380,000

株式会社タイム・エージェント

失格

地域計画株式会社埼玉事業部

落札

株式会社地域計画連合

\2,300,000

株式会社地域総合計画研究所

\1,850,000

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ： H30/05/01 〜 H31/03/22
入札金額

指名（選定）業者名
株式会社アドバンスサービス

辞退

有限会社井戸由管工社

\1,860,000

大阿蘇水質管理株式会社

\1,850,000

有限会社高橋管理

\1,100,000

株式会社ホリ・エンタープライズ

落札

地区センター清掃業務委託（大袋地区
センター外４か所）
大袋地区センター 越谷市大字大竹
１６０番地２外４か所

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ：

不調 業務 市民活動
委託 支援課

入札金額

指名（選定）業者名
株式会社アドバンスサービス

桜井地区センター・地域包括支援セン
ター桜井清掃業務委託（長期継続契
約）
桜井地区センター・地域包括支援セン
ター桜井 越谷市大字下間久里７９２
番地１

失格

新陽ビルサービス株式会社

\1,750,000

有限会社大洋警備保障

\3,670,000

高橋工業株式会社越谷支店

\2,000,000

高橋総業株式会社

\1,695,600

株式会社ホリ・エンタープライズ

\1,600,000

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ：
指名（選定）業者名

入札金額

株式会社アドバンスサービス

失格

株式会社オーチュー埼玉支店

失格

\7,122,000

株式会社庶務サービス
新陽ビルサービス株式会社

不調 業務 市民健康
委託 課

保健センター清掃業務委託（長期継続
契約）
市民健康課 保健センター内 越谷市
東大沢一丁目１２番地１

\1,060,000
\1,380,000

株式会社松永工業所
不調 業務 市民活動
委託 支援課

\1,340,000

失格

高橋工業株式会社越谷支店

\7,000,000

高橋総業株式会社

\6,395,760

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ：
指名（選定）業者名
株式会社アドバンスサービス

入札金額
失格

有限会社大洋警備保障

\10,800,000

日建総業株式会社越谷営業所

\18,000,000

日本環境マネジメント株式会社

\13,464,000

日本美装株式会社
株式会社リンレイサービス埼玉支店

失格

\15,350,000

入札日
契約日

種別 発注課

不調 業務 市民健康
委託 課

摘要・納品場所
保健センター清掃業務委託（長期継続
契約）
市民健康課 保健センター内 越谷市
東大沢一丁目１２番地１

不調 業務 生涯学習
委託 課

あだたら高原少年自然の家施設設備
総合保守管理業務委託（長期継続契
約）
あだたら高原少年自然の家 福島県
二本松市大字永田字長坂国有林１４
林班ゐ２小班

契約額（税込）

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ：
指名（選定）業者名

入札金額

新陽ビルサービス株式会社

\7,500,000

高橋工業株式会社越谷支店

\7,800,000

高橋総業株式会社

\8,000,000

株式会社ビルメン

\7,200,000

株式会社ホリ・エンタープライズ

\6,666,000

株式会社むさしビルクリーナー

\7,400,000

入札金額

入札金額

入札金額

入札金額

契約方法 ： 指名競争入札
履行期間 ：
入札金額

指名（選定）業者名
イオンディライト株式会社北関東支社埼玉西支店
イオンディライト株式会社北関東支社埼玉 辞退

株式会社オーエンスさいたま支店

\73,953,000

商船三井興産株式会社

\73,512,000

株式会社太陽興産

\98,000,000

東武ビルマネジメント株式会社

辞退

株式会社東北装美

\73,680,000

日本管財株式会社

\98,825,000

日本美装株式会社

辞退

