
草加市物品業種　入札結果【令和３年(２０２1年)６月入札執行分】

番号 入札日 契約方法 件名 担当課 契約開始日 契約終了日 予定価格(税抜) 業者名 入札額(税抜) 契約

富士通リース(株)関東支店 32,753,400円  

東京センチュリー（株） 31,710,000円 契約

   

   

   

   

ザックソンインターナショナル
(株)

1,210円  

（株）GLOBAL LINK RECYCLE 900円 契約

   

   

   

   

（株）日本選挙センター 659,600円 契約

（株）プラス・エー 873,000円  

(有)サトウ文具店 1,024,320円  

   

   

   

日立自動車交通(株) 170,000円  

東武トップツアーズ(株)　さいた
ま支店

141,055円  

(株)旅クラブジャパン 138,800円  

共栄旅行サービス 139,500円  

名鉄観光サービス(株)　さいた
ま支店

122,000円 契約

   

（株）東京建設コンサルタント
埼玉事務所

2,180,000円 契約

（株）国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

2,680,000円  

（株）総合環境計画　北関東事
務所

3,100,000円  

（株）ケー・シー・エス 東京支社 3,600,000円  

(株)杉原設計事務所 6,500,000円  

（株）アーバントラフィックエンジ
ニアリング　さいたま事務所

11,000,000円  

アースサポート（株） 922,300円 契約

   

   

   

   

   

東邦化研（株） 1,310,000円 契約

東京テクニカル・サービス（株）
埼玉支店

1,450,000円  

ユーロフィン日本環境（株） 埼
玉支店

1,600,000円  

   

   

   

（医）東光会　戸田中央総合健
康管理センター

10,762,500円 契約

（医）クレモナ会 17,425,000円  

（医）秀栄会 辞退  

（公財）埼玉県健康づくり事業
団

辞退  

   

   

（医）秀栄会 4,222,980円 契約

（医）クレモナ会 7,477,000円  

（医）東光会　戸田中央総合健
康管理センター

辞退  

（公財）埼玉県健康づくり事業
団

辞退  

   

   

日立自動車交通(株) 245,000円  

東武トップツアーズ(株)　さいた
ま支店

242,600円 契約

共栄旅行サービス 327,000円  

名鉄観光サービス(株)　さいた
ま支店

272,600円  

   

   

（株）東京商工リサーチ　埼玉
支店

1,880,250円 契約

（株）タイム・エージェント 2,040,000円  

（株）社会構想研究所 2,250,000円  

(株)サーベイリサーチセンター 2,300,000円  

(株)グリーンエコ東京事務所 2,400,000円  

(株)杉原設計事務所 3,900,000円  

日本通信紙（株） 埼玉出張所 辞退

(株)シンテン　埼玉支店 4,100,000円  

(株)トレジャーボックス 4,000,000円 契約

(株)三津穂 4,080,000円  

   

   

   

（株）ビジネスランド草加支店 6,240,000円  

富士フイルムビジネスイノベー
ションジャパン（株） 埼玉支社

3,540,000円 契約

   

   

   

   

東邦化研（株） 1,190,000円  

エヌエス環境（株）東京支社 830,000円 契約

ユーロフィン日本総研(株) 980,000円  

（株）環境テクノ 1,920,000円  

   

   

（株）平成エンタープライズ 5,135,600円  

(株)旅クラブジャパン 4,394,000円 契約

東武トップツアーズ(株)　さいた
ま支店

5,742,000円  

共栄旅行サービス 4,511,320円  

名鉄観光サービス（株）さいたま
支店

4,767,490円  

   

(株)二木造園土木 465,000円 契約

（株）イワナガ 500,000円  

   

   

   

   

5,306,400円

4,290,000円

1,440,200円

8,919,240円

511,500円

11
令和3年(2021年)

6月8日
一般競争入札（事後審査方式）

令和３年度（2021年度）草加市施策評価市民アン
ケート業務委託

総合政策課
令和3年(2021年)

6月11日
令和4年(2022年)

3月31日

16
令和3年(2021年)

6月29日
一般競争入札（事後審査方式） リサイクルセンター植栽管理等業務委託 廃棄物資源課

令和3年(2021年)
7月2日

令和3年(2021年)
8月19日

令和3年(2021年)
9月1日

令和4年(2022年)
3月31日

15
令和3年(2021年)

6月24日
一般競争入札（事後審査方式）

令和３年度自然教室（国立青少年教育振興機構）バ
ス借上げ業務（単価契約）

指導課
令和3年(2021年)

6月28日

12
令和3年(2021年)

6月15日

14
令和3年(2021年)

6月15日
一般競争入札（事後審査方式）

しんえい保育園・新栄児童センター石綿含有建材等
分析調査業務委託

13
令和3年(2021年)

6月15日
一般競争入札（事後審査方式） 都市整備部フルカラーデジタル複合機借上げ 都市計画課

令和3年(2021年)
6月18日

一般競争入札（事後審査方式） 都市公園等遊具点検業務委託 みどり公園課
令和3年(2021年)

6月18日

★最低価額が予定価格に達せず、数回に渡って入札を行った案件については、最終回の入札結果を掲載しております。

3,090,945円

令和3年(2021年)
9月30日

令和8年(2026年)
6月30日

保育課
令和3年(2021年)

6月18日

令和4年(2022年)
3月31日

4,645,278円

10
令和3年(2021年)

6月8日
一般競争入札（事後審査方式）

令和３年度自然教室（昭和村）バス借上げ業務（単
価契約）

指導課
令和3年(2021年)

6月14日
令和3年(2021年)

9月24日
363,000円

9
令和3年(2021年)

6月3日
指名競争入札 令和３年度教職員健康診断業務委託（単価契約） 学務課

令和3年(2021年)
7月1日

令和4年(2022年)
3月31日

1,844,700円

8
令和3年(2021年)

6月3日
指名競争入札

令和３年度職員（定期・特殊）健康診断業務委託（単
価契約）

職員課
令和3年(2021年)

7月1日
令和4年(2022年)

3月31日
12,436,600円

7
令和3年(2021年)

6月8日
一般競争入札（事後審査方式） 令和３年度ダイオキシン類調査分析業務委託 環境課

令和3年(2021年)
6月11日

令和4年(2022年)
3月31日

4,000,000円

6
令和3年(2021年)

6月1日
一般競争入札（事後審査方式）

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業業務委託（単価契
約）

長寿支援課
令和3年(2021年)

6月4日
令和4年(2022年)

3月31日
1,014,530円

5
令和3年(2021年)

6月1日
一般競争入札（事後審査方式） コミュニティバス利用状況調査等委託 交通対策課

令和3年(2021年)
6月7日

令和3年(2021年)
6月21日

960,300円

4
令和3年(2021年)

6月8日
一般競争入札（事後審査方式）

令和３年度自然教室のバスの借上げ業務（単価契
約）

指導課
令和3年(2021年)

7月2日
令和3年(2021年)

9月30日
200,750円

3
令和3年(2021年)

6月1日
一般競争入札（事後審査方式） ビニールシート（床用養生シート）の購入

選挙管理委員会・子ども
育成課

令和3年(2021年)
6月14日

令和9年(2021年)
1月31日

36,814,140円

2
令和3年(2021年)

6月1日
一般競争入札（事後審査方式） 放置自転車国外リサイクル売却（単価契約） 交通対策課

令和3年(2021年)
6月11日

令和3年(2021年)
9月30日

500円

1
令和3年(2021年)

6月1日
一般競争入札（事後審査方式） ホームページ維持管理システム借上げ 広報課

令和4年(2021年)
2月1日


