
草加市設計・調査・測量業種　入札結果（令和元年（２０１９年）１０月～１２月）

入札日 契約方法 件名 履行場所又は納入場所 入札回数 契約日 契約終了日 業者名 契約額 契約

竹村設計（有） 2,035,000 契約

（株）東埼測量設計

小島測量・土地家屋調査士事務所

キムラ環境調査

測地開発（株）

セントラル測量設計（株）

東都リサーチ（株）

セントラル測量設計（株） 1,056,000 契約

（株）東埼測量設計

竹村設計（有）

キムラ環境調査

東都リサーチ（株）

小島測量・土地家屋調査士事務所 1,650,000 契約

（株）丸山測量設計事務所

竹村設計（有）

石田測量建築設計事務所

東都リサーチ（株）

セントラル測量設計（株）

（有）造建築設計事務所 2,160,000 契約

（有）勝建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所

中央コンサルタンツ（株）　北関東事務所 12,100,000 契約

（株）新日本コンサルタント　埼玉営業所 辞退

埼玉測量設計（株）　東部営業所 5,060,000 契約

（株）本州　草加支店

（株）東埼測量設計

（株）キミコン　埼玉営業所 9,240,000 契約

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング　埼玉
支店

（株）日本水工コンサルタント　草加営業所

埼玉測量設計（株）　東部営業所

共和コンサルタント（株）　草加営業所

（株）本州　草加支店 辞退

（株）総合環境計画　北関東事務所 1,177,000 契約

（株）新日本エグザ　さいたま支店

（株）四門　草加支店

（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

（株）カワコン　埼玉支店

（株）協和コンサルタンツ　関東営業所

（株）キミコン　埼玉営業所

（株）旭測量設計　草加支店

（株）トーニチコンサルタント　北関東事務所

共和コンサルタント（株）　草加営業所

（株）新日本コンサルタント　埼玉営業所 辞退

（有）勝建築設計事務所 3,432,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）造建築設計事務所

（株）本州　草加支店 7,370,000 契約

（株）東埼測量設計

埼玉測量設計（株）　東部営業所

（株）キミコン　埼玉営業所

（株）東埼測量設計 5,060,000 契約

（株）本州　草加支店

（株）キミコン　埼玉営業所

埼玉測量設計（株）　東部営業所

（株）キミコン　埼玉営業所 5,335,000 契約

埼玉測量設計（株）　東部営業所

（株）日本水工コンサルタント　草加営業所

（株）本州　草加支店

（株）東埼測量設計

東都リサーチ（株） 4,950,000 契約

測地開発（株）

キムラ環境調査

石田測量建築設計事務所

東日本総合計画（株）　関東支店 1,922,400 契約

（株）アーバンデザインコンサルタント　埼玉
事務所

（株）景観設計・東京　埼玉事務所

（株）協和コンサルタンツ　関東営業所

国際航業（株）　埼玉支店

八千代エンジニヤリング（株）　関東センター

アジア航測（株）　埼玉支店

（株）新日本コンサルタント　埼玉営業所 辞退

（株）東京ランドスケープ研究所　埼玉事務
所

辞退

（株）高梨建築設計事務所 5,830,000 契約

（有）造建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング　埼玉
支店

6,270,000 契約

（株）日本水工コンサルタント　草加営業所

（株）旭測量設計　草加支店

（株）キミコン　埼玉営業所

共和コンサルタント（株）　草加営業所

2020/2/282019/10/18 一般競争入札 公共下水道管渠実施設計業務委託（県道川口・草加線） 草加市谷塚上町地内 1回目 2019/10/23

2020/3/31

2019/10/18 一般競争入札
草加市文化会館特定天井等詳細点検等調査業務・法適合改修工
事実施設計業務委託

草加市松江一丁目１番５号 1回目 2019/10/23 2020/3/31

2019/10/18 一般競争入札 新田駅東口及び西口駅前交通広場基本構想策定業務委託 草加市金明町地内 1回目 2019/11/5

2020/2/28

2019/10/18 一般競争入札 測量作業委託及び道路調査委託（市道40090、40091号線）
草加市神明二丁目、住吉二丁目、手代一丁目
地内

1回目 2019/10/24 2020/2/21

2019/10/15 一般競争入札 実施設計業務委託（古綾瀬川左岸第16排水区） 草加市松江六丁目、稲荷四丁目地内 1回目 2019/10/21

2020/3/31

2019/10/15 一般競争入札 修正設計業務委託（水辺環境整備工事（葛西用水路）） 草加市青柳二丁目、青柳三丁目地内 1回目 2019/10/15 2020/3/31

2019/10/15 一般競争入札 詳細設計業務委託（市道10197、11472号線及びB-158号水路） 草加市新善町地内 1回目 2019/10/17

2019/12/20

2019/10/8 一般競争入札 勤労福祉会館本館耐震診断業務委託 草加市旭町六丁目１３番２０号 不落随契 2019/10/11 2020/3/27

2019/10/8 一般競争入札 交通量調査委託（市道2078号線）
草加市高砂二丁目、住吉一丁目、神明一丁目
地内

1回目 2019/10/21

2019/10/8 一般競争入札 排水施設実施設計業務委託（E-134号水路） 草加市新里町地内 1回目 2019/10/18 2020/3/31

2020/2/14

2019/10/8 一般競争入札 道路詳細設計業務委託（市道2017、20241号線） 草加市青柳六丁目、青柳七丁目地内 1回目 2019/10/16 2020/3/31

2019/10/8 一般競争入札 実施設計及び測量作業業務委託（F-525号水路） 草加市稲荷町五丁目地内 1回目 2019/10/16

2019/10/1 一般競争入札 測量作業委託及び道路調査委託（市道2013、11249号線） 草加市中根三丁目、八幡町、旭町五丁目地内 1回目 2019/10/4 2020/1/6

2019/10/8 一般競争入札 長栄小学校屋内運動場非構造部材等改修工事監理業務委託 草加市長栄一丁目７６２番地 2回目 2019/10/14
工事完成
引渡日

2019/10/1 一般競争入札 測量作業委託及び道路調査委託（市道30828号線） 草加市氷川町、谷塚町地内 1回目 2019/10/4 2020/1/6

※入札を複数回行った案件については、最終回の結果を記載しております。

2019/10/1 一般競争入札 測量作業委託（市道20679号線） 草加市弁天五丁目地内 1回目 2019/10/4 2020/1/6



入札日 契約方法 件名 履行場所又は納入場所 入札回数 契約日 契約終了日 業者名 契約額 契約

2019/10/21 一般競争入札 道路台帳補正委託 草加市内全域 1回目 2019/10/30 2020/3/31 アジア航測（株）　埼玉支店 26,400,000 契約

日本測地設計（株）　埼玉支店 6,050,000 契約

東日本総合計画（株）　関東支店

昭和（株）　埼玉支社

（株）ＵＲリンケージ　埼玉営業所

日本測地設計（株）　埼玉支店 9,020,000 契約

（株）ＵＲリンケージ　埼玉営業所

カツミテクノ（株）　本店

昭和（株）　埼玉支社

（株）四門　草加支店

東日本総合計画（株）　関東支店

（株）エムツウ補償構造設計　本店

（株）塩崎テクノブレイン　本店

（株）コクドリサーチ　埼玉支社

日南技術（株）　本店 辞退

塩川設計測量（株）　八潮営業所 辞退

グリーン・コンサルタント（株）　関東営業所 5,280,000 契約

（株）日研コンサル　埼玉支店

（株）東埼測量設計 7,370,000 契約

（株）本州　草加支店

富士測地（株）　草加支店

埼玉測量設計（株）　東部営業所

（株）キミコン　埼玉営業所

（有）勝建築設計事務所 2,178,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）造建築設計事務所

（株）東埼測量設計 1,320,000 契約

（有）フジサワプラン

（株）首都圏不動産鑑定所

セントラル測量設計（株） 1,892,000 契約

東都リサーチ（株）

キムラ環境調査

石田測量建築設計事務所

測地開発（株）

富士測地（株）　草加支店 3,575,000 契約

（株）本州　草加支店

東都リサーチ（株）　本店

（株）旭測量設計　草加支店

埼玉測量設計（株）　東部営業所

（株）東埼測量設計　本店

（株）丸山測量設計事務所　本店

昭栄測量（株）　草加支店

測地開発（株）　本店

（株）オリンピアコンサルタント　埼玉営業所 4,290,000 契約

（株）新東京技研

冨洋設計（株）　さいたま営業所

東都リサーチ（株） 8,690,000 契約

セントラル測量設計（株）

（株）東埼測量設計

測地開発（株）

（有）造建築設計事務所 2,860,000 契約

（有）勝建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所

（株）東埼測量設計　本店 3,157,000 契約

富士測地（株）　草加支店

キムラ環境調査

東都リサーチ（株）　本店

（株）旭測量設計　草加支店

測地開発（株）　本店

（株）本州　草加支店

（株）丸山測量設計事務所　本店

昭栄測量（株）　草加支店

埼玉測量設計（株）　東部営業所

（株）日本海コンサルタント　関東支店 3,520,000 契約

（株）テイコク

（株）協和コンサルタンツ　関東営業所 辞退

キタイ設計（株）　埼玉事務所 辞退

（株）首都圏不動産鑑定所 935,000 契約

キムラ環境調査

（有）フジサワプラン

（株）高梨建築設計事務所 572,000 契約

（有）造建築設計事務所

（株）日本設計コンサルタント 7,920,000 契約

ＮＥテクノ（株）

（株）キミコン　埼玉営業所 辞退

（株）新日本コンサルタント　埼玉営業所 辞退

2019/12/3 一般競争入札 横手堀ポンプ場改修工事（場内整備）監理業務委託 草加市谷塚上町地内 1回目 2019/12/4
工事完成
引渡日

パシフィックコンサルタンツ（株）　埼玉事務
所

2,547,600 契約

石田測量建築設計事務所 1,375,000 契約

東都リサーチ（株）

小島測量・土地家屋調査士事務所

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング　埼玉
支店

6,710,000 契約

（株）新東京技研

冨洋設計（株）　さいたま営業所 辞退

2020/3/31

2019/12/5 一般競争入札 柿木地区雨水排水基本計画修正業務委託 草加市柿木町地内 1回目 2019/12/10 2020/3/31

2019/12/10 一般競争入札 測量作業委託（G-131号水路） 草加市柿木町地内 1回目 2019/12/10

2019/12/27

2019/11/22 一般競争入札 橋りょう補修設計業務委託（柳島二の橋、栄橋、大沼橋、丸野橋） 草加市柳島町、谷塚上町、谷塚仲町地内 1回目 2019/11/26 2020/3/31

2019/11/13 一般競争入札 建築物、建築設備及び防火設備定期点検業務委託（保健センター） 草加市保健センター 1回目 2019/11/15

2020/3/31

2019/11/12 一般競争入札 安全安心ステーション等解体工事環境事後調査業務委託 草加市吉町一丁目１番４１号 1回目 2019/11/15 2020/3/27

2019/11/12 一般競争入札 護岸補修設計委託（八条大橋） 草加市稲荷一丁目地内 1回目 2019/11/19

工事完成
引渡日

2019/11/12 一般競争入札 設計事前調査業務委託（その２） 草加市青柳六・七丁目地内　ほか１か所 1回目 2019/11/18 2020/3/16

2019/11/7 一般競争入札 新栄小学校Ｂ棟トイレ改修工事監理業務委託 草加市新栄四丁目９５９番地 1回目 2019/11/12

2019/11/5 一般競争入札 設計事前調査業務委託（その１） 草加市青柳七・八丁目地内　ほか１か所 1回目 2019/11/7 2020/3/5

2020/3/27

2019/11/7 一般競争入札 都市計画道路測量作業委託 草加市西町、氷川町、高砂一丁目地内 1回目 2019/11/11 2020/3/31

2019/11/5 一般競争入札 配水管布設替詳細設計業務委託 草加市中根一・二丁目地内　ほか１か所 不落随契 2019/11/11

2019/12/27

2019/10/29 一般競争入札 公園広場用地（西町第２ちびっ子広場）測量等業務委託 草加市西町地内 1回目 2019/10/30 2020/1/28

2019/10/29 一般競争入札 物件調査委託（草加市北東部（そうか公園北側）） 草加市柿木町地内 1回目 2019/11/1

2020/3/31

2019/10/25 一般競争入札 稲荷小学校屋内運動場非構造部材等改修工事監理業務委託 草加市稲荷五丁目１１番１号 1回目 2019/10/28
工事完成
引渡日

2019/10/25 一般競争入札 実施設計及び測量作業業務委託（E-189号水路） 草加市谷塚二丁目地内 1回目 2019/10/29

2020/1/20

2019/10/25 一般競争入札 舗装構造調査業務委託 草加市内全域 1回目 2019/10/29 2020/3/19

2019/10/25 一般競争入札 新田駅西口地区物件調査積算等業務委託（その１） 草加市金明町地内 1回目 2019/11/5

2019/10/25 一般競争入札 新田駅西口地区事業推進業務委託 草加市金明町地内 1回目 2019/10/29 2020/3/31



入札日 契約方法 件名 履行場所又は納入場所 入札回数 契約日 契約終了日 業者名 契約額 契約

（株）新日本コンサルタント　埼玉営業所 辞退

（有）造建築設計事務所 2,101,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所 2,090,000 契約

（有）勝建築設計事務所

（有）造建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所 2,123,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）造建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所 1,078,000 契約

（株）勝建築設計事務所

（有）造建築設計事務所

（有）造建築設計事務所 1,199,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所 1,023,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）造建築設計事務所

キムラ環境調査 4,488,000 契約

（有）フジサワプラン

石田測量建築設計事務所

（株）丸山測量設計事務所 1,045,000 契約

測地開発（株）

石田測量建築設計事務所

セントラル測量設計（株）

（有）協立設計事務所

キムラ環境調査

東都リサーチ（株）

（株）用地・環境調査センター 5,060,000 契約

（株）URリンケージ　埼玉事務所

（株）東埼測量設計 4,785,000 契約

竹村設計(有)

キムラ環境調査

（株）本州　草加支店 辞退

日本測地設計（株）　埼玉支店 4,290,000 契約

東日本総合計画（株）　関東支店

昭和（株）　埼玉支社

（株）駿府設計　埼玉事務所

（株）ＵＲリンケージ　埼玉事業所

2019/12/24 一般競争入札 実施設計業務委託及び測量作業委託（市道2008号線） 草加市松原三、四丁目地内 1回目 2019/12/26 2020/3/31

2019/12/24 一般競争入札 新田駅西口地区街路築造実施設計修正業務委託 草加市金明町地内 1回目 2019/12/26 2020/3/31

草加市吉町五丁目、高砂一丁目地内 1回目 2020/12/20 2020/3/27

2019/12/19 一般競争入札 新田駅東口地区物件調査積算精度監理業務委託 草加市金明町地内 1回目 2019/12/24 2020/3/31

2020/3/312019/12/11 一般競争入札 測量作業委託及び道路調査委託(市道2072､30704号線) 草加市谷塚二丁目地内 1回目 2019/12/11

2019/12/19 一般競争入札 たかさご保育園建設工事に伴う建物等事前調査業務委託

2020/3/31

2019/12/11 一般競争入札 防火設備定期点検業務委託（中学校その３） 草加中学校・谷塚中学校・両新田中学校 1回目 2019/12/16 2020/3/31

2019/12/11 一般競争入札 防火設備定期点検業務委託（中学校その２）
川柳中学校・瀬崎中学校・青柳中学校・松江中
学校

1回目 2019/12/16

2020/3/31

2019/12/11 一般競争入札 防火設備定期点検業務委託（中学校その１）
栄中学校・新栄中学校・花栗中学校・新田中学
校

1回目 2019/12/16 2020/3/31

2019/12/10 一般競争入札 防火設備定期点検業務委託（小学校その３）
草加小学校・高砂小学校・谷塚小学校・瀬崎小
学校・新里小学校・氷川小学校・両新田小学校

1回目 2019/12/16

2020/3/31

2019/12/10 一般競争入札 防火設備定期点検業務委託（小学校その２）
新田小学校・西町小学校・新栄小学校・清門小
学校・長栄小学校・小山小学校・松原小学校

1回目 2019/12/16 2020/3/31

2019/12/10 一般競争入札 防火設備定期点検業務委託（小学校その１）
栄小学校・川柳小学校・花栗南小学校・八幡小
学校・稲荷小学校・八幡北小学校・青柳小学校

1回目 2019/12/16


