
入札等結果一覧（令和元年度７月分～令和元年度１１月分）

962,000 1,019,200 1,014,000 960,700

14,800,000 9,000,000 16,000,000 17,700,000 15,800,000

292,950

1,290,000 1,350,000 1,500,000 1,400,000

511,200 576,000 916,800 無効

7,600,000 8,000,000 8,840,000 9,000,000 事前辞退

623,000 710,000 740,000 753,000

事前辞退 事前辞退 3,170,000 2,200,000
2,500,000 2,000,000
2,500,000 1,900,000
2,500,000 1,850,000

1,248,000 1,400,000 1,224,000 1,330,000

41,500,000 41,300,000 38,600,000 事前辞退 事前辞退 事前辞退 44,800,000

事前辞退 事前辞退 103,500,000 100,000,000 事前辞退 92,900,000 事前辞退 92,500,000

事前辞退 事前辞退 92,200,000 事前辞退 95,850,000 事前辞退 81,000,000 84,000,000

15 （局）企画財政課 飯能日高消防署多目的施設改修工事 R1.9.18 建設工事 指名競争

㈱島田組埼玉支店

㈱矢島工務店

㈱オーチュー埼玉支店 ㈱所沢水質管理センター加藤商事㈱

㈱トラスト 船山㈱東京本店

日本消防サービス㈱ 帝商㈱埼玉営業所

4

埼玉消防機械㈱

予定価格(税抜)
最低制限価格

(税込)
最低制限価格

(税抜)
執行日 契約種別 契約方法 工事場所・履行場所・納入場所

工期
（履行、納入）
期間終了日

備　考
指名
業者数

1 （局）救急課 ＡＥＤトレーニングユニットの購入 R1.7.10 物品購入 指名競争

通し
番号

4

入札依頼課 件名

埼玉西部消防局　警防部救急課
（所沢市けやき台１－１３－１１）

㈱蘇穣メディカル
グループ

1,037,556 1,263,600

契約の相手方 契約金額(税込) 予定価格(税込)

日本船舶薬品㈱
関東営業所

㈱ヘルス ㈱蘇穣メディカルグループ

1,170,000 R1.9.27

5 （中）消防管理課 所沢中央消防署冷暖房機等保守委託 R1.7.24 役務 指名競争
埼玉西部消防局・所沢中央消防署、
三ケ島分署、山口分署

㈱埼玉空調
メンテナンス

㈱埼玉空調メンテナンス

1,393,200 1,465,452 1,356,900

R2.3.19

4R2.3.31

水難用資器材の購入 R1.8.22 物品購入 指名競争

584,546

1,442,880 1,336,000

埼玉消防機械㈱ 8,360,000

日本消防サービス㈱

R1.9.30

指名競争

1,321,920
入間市大字小谷田５８１番地
入間消防署消防管理課

日本消防サービス
㈱

所沢市東新井町１４０－１ほか 入札不調

（局）企画財政課 狭山市南入曽地内防火水槽解体工事 R1.9.11 建設工事 指名競争

（局）企画財政課 所沢市東新井町地内防火水槽解体工事 R1.9.4 建設工事

入札不調

指名業者6者のうち
事前辞退3者、予
定価格超過3者の
ため入札不調

6

平岩建設㈱

12

13

指名業者8者のうち
事前辞退5者、予
定価格超過3者の
ため入札不調

8狭山市大字南入曽９０８－１ほか

7

㈱関根施工所 林建設㈱㈱丸和建設 ㈱電建

扶桑建設㈱狭山営業所

41,723,000

90,607,000 82,370,000 82,599,000
吉沢建設㈱㈱田中工業入間営業所 ノムラ建工㈱

37,930,000 R2.3.13

住協建設㈱㈱新藤組

土屋興業㈱

所沢市けやき台一丁目１３番地の１１ 41,890,000

㈱本橋組

㈱丸和建設 46,079,000

ニシキ建設㈱大菊建設㈱

西武建設㈱関東支店

太陽建設㈱埼玉営業所

75,090,000 R2.3.19 16
司産業㈱

㈱サイボウ

5

埼玉消防機械㈱

4

8,580,0007 （局）企画財政課
移動式消防訓練ハウス（専用住宅タイプ）
の購入

R1.8.7 物品購入 指名競争

8 （局）企画財政課 所沢市東新井町地内防火水槽解体工事 R1.8.7

所沢中央消防署トイレ改修工事
（東側系統）

R1.9.1814 （局）企画財政課

11 （入）消防管理課

建設工事 指名競争

細田建設㈱ 89,100,000飯能市大字小久保２９１番地

42,460,000

㈱ナガワ埼玉営業所

応札者又は見積者

入札額（税抜）（１回目）

入札額（税抜）（2回目）

見積額（税抜）（1回目）

見積額（税抜）（2回目）

エイバン商事㈱

㈱安東工務店

佐久間建設㈱
埼玉営業所

細田建設㈱

6 （局）総務課 ストレスチェック業務委託 R1.8.7 役務 指名競争 組合の指定する場所

公益財団法人
埼玉県健康づくり事業団

医療法人クレモナ会 社会医療法人入間川病院

4

医療法人社団秀栄会

医療法人社団
秀栄会

562,320 643,000

埼玉西部消防組合　飯能日高消防署
埼玉県飯能市大字小久保２９１番地
屋外訓練場

R2.2.287,800,000

2 （狭）消防管理課 狭山消防署空調自動制御機器修繕 R1.7.10 施設修繕 指名競争
狭山市大字上奥富１１７２番地
狭山消防署

入札中止

指名業者4者のうち
積算資料受取拒
否1者、事前辞退2
者により入札中止

4

3 （局）企画財政課
移動式消防訓練ハウス（共同住宅タイプ）
の購入

R1.7.10 物品購入 指名競争
埼玉西部消防組合　飯能日高消防署
埼玉県飯能市大字小久保２９１番地
屋外訓練場

㈱ナガワ
埼玉営業所

9,900,000 17,160,000 15,600,000 R2.2.28 5

埼玉消防機械㈱ ㈱ナガワ埼玉営業所 ㈱サイボウ 日本消防サービス㈱ 帝商㈱埼玉営業所

4 （局）救急課
救急活動用感染防止衣定期クリーニング
（長期継続契約）

R1.7.10 役務 随意契約
所沢市けやき台一丁目１３番地の１１
所沢中央消防署　他１６署所

都ユニリース㈱
埼玉支店

316,386 316,386 292,950 R4.7.31
契約金額は月額
履行期間3年間

1

都ユニリース㈱埼玉支店

建設工事 指名競争 所沢市東新井町１４０－１ほか 入札中止

9 （飯）消防管理課
飯能日高消防署可燃性ガス酸素濃度
測定器保守点検業務委託

R1.8.22 役務 飯能日高消防署及び契約先依頼業者 埼玉消防機械㈱ 685,300 685,300 623,000

指名業者4者のうち
事前辞退3者により
入札中止

10 （狭）消防管理課 狭山消防署空調自動制御機器修繕 R1.8.22 施設修繕

R1.10.31指名競争 4

2,082,000 1,892,728

武田商工㈱ 日本消防サービス㈱埼玉消防機械㈱ 船山㈱東京本店

R1.10.25 4

松本工業㈱ ㈱協同エンジニアリング ㈲コスモ電業社 ㈱トコデン

指名競争
狭山市大字上奥富１１７２番地
狭山消防署

㈱トコデン 2,035,000



入札等結果一覧（令和元年度７月分～令和元年度１１月分）

3,600,000 3,700,000 3,250,000 事前辞退

3,100,000 3,200,000 3,600,000 3,200,000
3,000,000 3,090,000 3,050,000 3,080,000

3,260,000 3,147,000 2,596,018 2,800,000

2,900,000 2,883,000 2,698,000 2,640,000

1,600 失格 1,690 失格R2.3.13

R2.3.19

43,736,000 3,396,364 R2.3.19須田建築事務所飯能市大字小久保２９１番地コンサル 指名競争 3,575,00016

R1.10.16 建設工事 指名競争

所沢市けやき台一丁目１３番地の１１
㈱武蔵野建築

研究所

狭山市中央四丁目１５番１０号

（局）企画財政課
飯能日高消防署多目的施設改修工事
監理業務委託

R1.10.2

3,368,00017 （局）企画財政課
所沢中央消防署トイレ改修工事
（東側系統）監理業務委託

R1.10.2 コンサル 指名競争

益田商事㈱

狭山消防署富士見分署事務室及び
仮眠室屋根・外壁塗装改修工事

3,663,000 R2.2.14

3,300,000 R2.3.13

43,192,07719 （局）指令管理課
デジタル無線基地局登録点検/7.5ＧＨｚ
帯簡易多重無線登録点検業務委託

R1.10.30 役務

18 （局）企画財政課

所沢市けやき台１丁目１３番地の１１
埼玉西部消防組合　他

ＯＫＩクロステック㈱
第二支社

2,904,000 2,901,889

㈲小田塗装店 4,029,3002,855,619 4

㈱アオヤギ ㈱アベックス

3,061,819

㈱武蔵野建築研究所

4

ところさわ一級建築士集団
㈱

沖電気工業㈱首都圏支社 三峰無線㈱北関東支店
ＯＫＩクロステック㈱

第二支社
㈱ＰＣＳ

㈱戸塚建築アトリエ ㈱見沢工務所

㈱金子設計 ㈲三間房 須田建築事務所 ㈲シイエヌ企画

所沢市東新井町１４０－１ほか 入札不調指名競争

指名競争

㈲小田塗装店

20 （局）企画財政課 所沢市東新井町地内防火水槽解体工事 R1.10.30 建設工事 8

指名業者8者のうち
事前辞退6者、予
定価格超過2者の
ため入札不調

21 （局）企画財政課 狭山市南入曽地内防火水槽解体工事 R1.10.30 建設工事 指名競争 8

指名業者8者のうち
事前辞退4者、失
格1者、辞退入札3
者のため入札不調

22 （局）総務課
特定業務従事者健康診断業務委託
（単価契約）

R1.11.13 役務 指名競争

狭山市大字南入曽９０８－１ほか 入札不調

医療法人社団秀栄会 医療法人クレモナ会
公益財団法人

埼玉県健康づくり事業団
社会医療法人入間川病院

1,760 1,870 1,700 4所沢中央消防署他３署所
医療法人社団

秀栄会


