
　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

北区役所区民生活部総務課

○

株式会社森田自動車 　　 51,100

株式会社利根川自動車 　　 63,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 201,000

セイバーズ株式会社 　　 101,000

リバー株式会社川島事業所 　　 80,000

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 310,000

45,678

310,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

普通(ステーションワゴン)8人乗り　車体番号：CCEFW-206980

50,000埼玉トヨタ自動車株式会社

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

環境局資源循環推進部西部清掃事務所

○

株式会社森田自動車 　　 21,100

株式会社利根川自動車 　　 15,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 41,000

セイバーズ株式会社 　　 21,000

リバー株式会社川島事業所 60,000 60,000

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 　　

23,456

31,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

小型(バン)2[5]人乗り　車体番号：VY10-511518

30,000埼玉トヨタ自動車株式会社

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

消防局警防部警防課

○

上野自動車株式会社関東
支店

　　 865,710

株式会社カントクグローバル
コーポレーション

　　 736,710

株式会社利根川自動車 　　 656,000

株式会社ヤマキ 　　 290,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 610,000

セイバーズ株式会社 　　 601,000

400,000

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 　　

555,555

410,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

普通(消防車)6人乗り　車体番号：GD1JGE-10081

株式会社川上キカイ関東支
店

　　 630,000

500,000埼玉トヨタ自動車株式会社

南関東日野自動車株式会
社大宮支店

有限会社野口モータース

株式会社守屋モータース

　　

　　

1,690,000 1,690,000

670,710

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

消防局警防部警防課

○

上野自動車株式会社関東
支店

　　 1,169,710

株式会社利根川自動車 　　 453,000

株式会社ヤマキ 　　 310,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 611,000

セイバーズ株式会社 　　 391,000

400,000

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 　　

666,666

410,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

普通(消防車)7人乗り　車体番号：GX7JKW-10018

株式会社川上キカイ関東支
店

　　 405,000

650,000埼玉トヨタ自動車株式会社

南関東日野自動車株式会
社大宮支店

有限会社野口モータース

株式会社守屋モータース

　　

　　

1,290,000 1,290,000

560,710

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

消防局警防部警防課

○
上野自動車株式会社関東
支店

583,740 583,740

株式会社利根川自動車 　　 351,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 151,000

セイバーズ株式会社 　　 511,000

100,000

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 　　

333,333

410,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

普通(消防車)5人乗り　車体番号：XZU334-1001578

株式会社川上キカイ関東支
店

　　 170,000

250,000埼玉トヨタ自動車株式会社

南関東日野自動車株式会
社大宮支店

有限会社野口モータース

株式会社守屋モータース

　　

　　

　　 190,000

338,740

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

消防局警防部警防課

○
上野自動車株式会社関東
支店

763,740 763,740

株式会社利根川自動車 　　 351,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 151,000

セイバーズ株式会社 　　 511,000

100,000

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 　　

333,333

410,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

普通(消防車)5人乗り　車体番号：XZU334-1001566

株式会社川上キカイ関東支
店

　　 170,000

250,000埼玉トヨタ自動車株式会社

南関東日野自動車株式会
社大宮支店

株式会社守屋モータース

　　

　　

338,740

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

消防局警防部警防課

○
上野自動車株式会社関東
支店

2,946,900 2,946,900

株式会社森田自動車 　　 2,051,100

株式会社利根川自動車 　　 1,051,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 1,710,000

セイバーズ株式会社 　　 2,311,000

リバー株式会社川島事業所 　　 150,000

400,000

株式会社三洪エンタープラ
イズ

　　 1,388,900

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 　　

123,456

350,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

普通(救急車)8人乗り　車体番号：TRH221-0052743

株式会社川上キカイ関東支
店

　　 850,000

600,000埼玉トヨタ自動車株式会社

株式会社守屋モータース 　　

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

消防局警防部警防課

○
上野自動車株式会社関東
支店

2,348,150 2,348,150

株式会社森田自動車 　　 1,511,000

株式会社利根川自動車 　　 923,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 1,510,000

セイバーズ株式会社 　　 1,666,000

リバー株式会社川島事業所 　　 150,000

400,000

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 　　

123,456

350,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

普通(救急車)8人乗り　車体番号：TRH221-0043753

株式会社川上キカイ関東支
店

　　 270,000

500,000埼玉トヨタ自動車株式会社

株式会社守屋モータース 　　

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

消防局警防部警防課

○
上野自動車株式会社関東
支店

2,148,150 2,148,150

株式会社森田自動車 　　 1,311,000

株式会社利根川自動車 　　 830,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 1,410,000

セイバーズ株式会社 　　 957,000

リバー株式会社川島事業所 　　 150,000

400,000

株式会社三洪エンタープラ
イズ

　　 1,170,150

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 　　

123,456

350,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

普通(救急車)8人乗り　車体番号：TRH221-0043713

株式会社川上キカイ関東支
店

　　 270,000

400,000埼玉トヨタ自動車株式会社

株式会社守屋モータース 　　

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

消防局警防部警防課

○
上野自動車株式会社関東
支店

2,248,150 2,248,150

株式会社森田自動車 　　 1,601,000

株式会社利根川自動車 　　 923,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 1,510,000

セイバーズ株式会社 　　 1,516,000

リバー株式会社川島事業所 　　 150,000

400,000

株式会社三洪エンタープラ
イズ

　　 1,280,150

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 　　

123,456

350,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

普通(救急車)8人乗り　車体番号：TRH221-0043734

株式会社川上キカイ関東支
店

　　 270,000

500,000埼玉トヨタ自動車株式会社

株式会社守屋モータース 　　

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

消防局警防部警防課

○
上野自動車株式会社関東
支店

2,248,150 2,248,150

株式会社森田自動車 　　 1,251,000

株式会社利根川自動車 　　 830,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 1,350,000

セイバーズ株式会社 　　 957,000

リバー株式会社川島事業所 　　 150,000

400,000

株式会社浜屋 　　 1,600,000

株式会社三洪エンタープラ
イズ

　　 1,115,150

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 　　

123,456

350,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

普通(救急車)8人乗り　車体番号：TRH221-0043704

株式会社川上キカイ関東支
店

　　 270,000

400,000埼玉トヨタ自動車株式会社

株式会社守屋モータース 　　

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

消防局警防部警防課

○
上野自動車株式会社関東
支店

2,548,150 2,548,150

株式会社森田自動車 　　 1,451,000

株式会社利根川自動車 　　 921,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 1,650,000

セイバーズ株式会社 　　 2,056,000

リバー株式会社川島事業所 　　 150,000

400,000

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 　　

123,456

350,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

普通(救急車)8人乗り　車体番号：TRH221-0043745

株式会社川上キカイ関東支
店

　　 270,000

500,000埼玉トヨタ自動車株式会社

株式会社守屋モータース 　　

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

消防局警防部警防課

○
上野自動車株式会社関東
支店

2,348,150 2,348,150

株式会社森田自動車 　　 1,351,000

株式会社利根川自動車 　　 830,000

株式会社ヤマキ 　　 50,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 1,350,000

セイバーズ株式会社 　　 857,000

リバー株式会社川島事業所 　　 150,000

400,000

株式会社浜屋 　　 1,600,000

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 　　

123,456

300,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

普通(救急車)8人乗り　車体番号：TRH221-0043715

株式会社川上キカイ関東支
店

　　 270,000

400,000埼玉トヨタ自動車株式会社

株式会社守屋モータース 　　

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

消防局警防部警防課

○

上野自動車株式会社関東
支店

　　 799,110

株式会社森田自動車 1,011,000 1,011,000

株式会社利根川自動車 　　 366,000

株式会社ヤマキ 　　 685,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 310,000

セイバーズ株式会社 　　 251,000

200,000

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 　　

345,678

350,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

普通(消防車)23人乗り　車体番号：AHW41-035387

株式会社川上キカイ関東支
店

　　 175,000

300,000埼玉トヨタ自動車株式会社

株式会社守屋モータース 　　

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

消防局警防部警防課

○
上野自動車株式会社関東
支店

2,869,710 2,869,710

株式会社利根川自動車 　　 1,550,000

株式会社ヤマキ 　　 635,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 1,910,000

500,000

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 　　

888,888

410,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

普通(消防車)3人乗り　車体番号：FC7JJW-10451

株式会社川上キカイ関東支
店

　　 1,200,000

600,000埼玉トヨタ自動車株式会社

南関東日野自動車株式会
社大宮支店

有限会社野口モータース

株式会社守屋モータース

　　

　　

　　 850,000

1,880,710

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(水)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　主査　　　　山口　高生

消防局警防部警防課

○

上野自動車株式会社関東
支店

　　 385,740

株式会社利根川自動車 　　 380,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 210,000

セイバーズ株式会社 451,000 451,000

150,000

株式会社青木商店

銅鉄商事株式会社 　　

333,333

410,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年8月31日 12時00分

普通(消防車)5人乗り　車体番号：XZU378-1000460

株式会社川上キカイ関東支
店

　　 175,000

200,000埼玉トヨタ自動車株式会社

南関東日野自動車株式会
社大宮支店

株式会社守屋モータース

　　

　　

448,740

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(火)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ（オープンカウンター方式）

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　係長　　　　岡田　祐一

総務局危機管理部防災課

○ 9,600株式会社青木商店

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和4年12月13日 16時00分

かまどセット　１６台　三和金属　HK-500

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札金額

依頼課

9,600



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(月)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ（オープンカウンター方式）

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　係長　　　　岡田　祐一

スポーツ文化局文化部文化振興課

○

280,000

315,000有限会社いわつき楽器

日本ピアノホールディング株
式会社

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和5年2月13日 16時00分

ピアノ　２台　ヤマハ　UX-5

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札金額

依頼課

315,000



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(金)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　課長補佐　稲葉　正剛

保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

○

アースカインドカンパニー有
限責任事業組合

　　 29,700

株式会社南越商会 　　 52,300

株式会社森田自動車 　　 40,100

株式会社利根川自動車 　　 32,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 60,000

31,111

リバー株式会社川島事業所 　　 45,000

銅鉄商事株式会社

株式会社三洪エンタープラ
イズ

64,170

20,000

64,170

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和5年3月10日 12時00分

小型(バン)2[5]人乗り　車体番号：VFY11-702469

30,000埼玉トヨタ自動車株式会社

株式会社青木商店 　　

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(金)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　課長補佐　稲葉　正剛

保健福祉局長寿応援部高齢福祉課

○

アースカインドカンパニー有
限責任事業組合

　　 69,300

株式会社南越商会 　　 73,500

株式会社森田自動車 　　 41,100

株式会社利根川自動車 　　 38,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 80,000 80,000

31,111

リバー株式会社川島事業所 　　 70,000

銅鉄商事株式会社

株式会社三洪エンタープラ
イズ

　　

20,000

79,580

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和5年3月10日 12時00分

小型(ステーションワゴン)7人乗り　車体番号：PC24217843

50,000埼玉トヨタ自動車株式会社

株式会社青木商店 　　

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(金)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　課長補佐　稲葉　正剛

環境局資源循環推進部西部清掃事務所

○

アースカインドカンパニー有
限責任事業組合

　　 594,000

上野自動車株式会社関東
支店

　　 163,930

株式会社森田自動車 　　 501,100

株式会社利根川自動車 　　 550,000

株式会社ヤマキ 1,280,000 1,280,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 400,000

311,111

銅鉄商事株式会社

株式会社三洪エンタープラ
イズ

　　

210,000

844,930

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和5年3月10日 12時00分

普通(塵芥車)3人乗り　車体番号：FE73D-550189

350,000埼玉トヨタ自動車株式会社

南関東日野自動車株式会
社大宮支店

有限会社野口モータース

株式会社青木商店

　　

　　

　　 418,000

228,930

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(金)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　課長補佐　稲葉　正剛

環境局資源循環推進部西部清掃事務所

○

アースカインドカンパニー有
限責任事業組合

　　 346,500

株式会社南越商会 　　 102,000

上野自動車株式会社関東
支店

　　 163,640

株式会社森田自動車 　　 91,100

株式会社利根川自動車 　　 280,000

株式会社ヤマキ 　　 136,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 880,000 880,000

143,111

銅鉄商事株式会社

株式会社三洪エンタープラ
イズ

　　

160,000

613,640

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和5年3月10日 12時00分

普通(ダンプ)3人乗り　車体番号：RZU3000001230

400,000埼玉トヨタ自動車株式会社

南関東日野自動車株式会
社大宮支店

有限会社野口モータース

株式会社青木商店

　　

　　

　　 583,000

173,640

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(金)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　課長補佐　稲葉　正剛

環境局資源循環推進部東部清掃事務所

○

アースカインドカンパニー有
限責任事業組合

　　 99,000

株式会社南越商会 　　 88,200

株式会社森田自動車 　　 51,100

株式会社利根川自動車 　　 86,000

株式会社ヤマキ 　　 88,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 250,000 250,000

125,111

株式会社ＫＡＮＴＯリサイク
ル

　　 152,000

リバー株式会社川島事業所 　　 70,000

銅鉄商事株式会社 30,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和5年3月10日 12時00分

小型(キャブオーバ)3人乗り　車体番号：SK82T303029

150,000埼玉トヨタ自動車株式会社

南関東日野自動車株式会
社大宮支店

株式会社青木商店

　　

　　

18,830

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(金)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　課長補佐　稲葉　正剛

環境局資源循環推進部東部清掃事務所

○

アースカインドカンパニー有
限責任事業組合

　　 297,000

株式会社利根川自動車 　　 210,000

株式会社ヤマキ 660,000 660,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 400,000

111,111

銅鉄商事株式会社 160,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和5年3月10日 12時00分

普通(ダンプ)3人乗り　車体番号：XZU3020003927

500,000埼玉トヨタ自動車株式会社

南関東日野自動車株式会
社大宮支店

有限会社野口モータース

株式会社青木商店

　　

　　

　　 418,000

336,690

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(金)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　課長補佐　稲葉　正剛

消防局警防部警防課

○

アースカインドカンパニー有
限責任事業組合

　　 247,500

上野自動車株式会社関東
支店

　　 263,640

株式会社利根川自動車 　　 386,000

株式会社ヤマキ 1,130,000 1,130,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 400,000

151,111

銅鉄商事株式会社 210,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和5年3月10日 12時00分

普通(消防車)5人乗り　車体番号：XZU334-1000075

300,000埼玉トヨタ自動車株式会社

南関東日野自動車株式会
社大宮支店

有限会社野口モータース

株式会社青木商店

　　

　　

　　 363,000

338,640

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(金)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　課長補佐　稲葉　正剛

消防局警防部警防課

○

アースカインドカンパニー有
限責任事業組合

　　 198,000

株式会社利根川自動車 　　 401,000

株式会社ヤマキ 960,000 960,000

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 165,000

151,111

銅鉄商事株式会社 361,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和5年3月10日 12時00分

普通(消防車)5人乗り　車体番号：XZU334-1002486

350,000埼玉トヨタ自動車株式会社

南関東日野自動車株式会
社大宮支店

株式会社青木商店

　　

　　

63,740

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(金)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　課長補佐　稲葉　正剛

消防局警防部警防課

○

アースカインドカンパニー有
限責任事業組合

　　 396,000

上野自動車株式会社関東
支店

　　 966,310

株式会社ＣＲＳ埼玉 　　 365,000

151,111

銅鉄商事株式会社 561,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和5年3月10日 12時00分

普通(消防車)6人乗り　車体番号：GX7JKW-10022

550,000埼玉トヨタ自動車株式会社

南関東日野自動車株式会
社大宮支店

有限会社野口モータース

株式会社青木商店

　　

　　

1,100,000 1,100,000

670,810

　　



　入札（見積）の結果、以下のとおり報告します。

(金)

さいたま市役所　調達課

契約方法 見積合わせ

財政局契約管理部調達課　課長補佐　廣町　和則

財政局契約管理部契約課　課長補佐　稲葉　正剛

消防局警防部警防課

○

アースカインドカンパニー有
限責任事業組合

　　 247,500

上野自動車株式会社関東
支店

　　 371,070

株式会社ＣＲＳ埼玉 1,300,000 1,300,000

811,111

銅鉄商事株式会社 110,000

入札金額

依頼課

　　

入札結果報告書

業者名
第１回 第２回 不調随契

決定金額

執行者

立会人

入札（見積）に付する物件

入札（見積）及び開札の日時

入札（見積）場所

令和5年3月10日 12時00分

普通(消防車)5人乗り　車体番号：TRH226-0005305

100,000埼玉トヨタ自動車株式会社

南関東日野自動車株式会
社大宮支店

株式会社青木商店

　　

　　

896,070

　　


