
平成２８年度草加市工事等入札結果　（平成２８年６月分）

開札日時 契約方法 件名 履行場所 契約日 契約終了日 契約金額（円） 業者名 結果

新日本建設工業株式会社 失格

株式会社埼玉車輌 落札

大一工業株式会社

株式会社三成建設

株式会社小林設備

株式会社斉藤興業 辞退

笹沼建設株式会社 落札

株式会社大熊建設 途中辞退

ムサシ建設工業株式会社 途中辞退

富士建設工業株式会社 途中辞退

株式会社彩光建設 途中辞退

株式会社彩光建設 落札

株式会社大熊建設

笹沼建設株式会社 一抜け

有限会社大和工務店 一抜け

株式会社大熊建設 途中辞退

有限会社大和工務店 落札

株式会社彩光建設

笹沼建設株式会社 一抜け

株式会社誠環 途中辞退

株式会社葉月建設 途中辞退

有限会社新井建設 落札

株式会社セントラル設備 辞退

マツコンストラクション協同組合 辞退

有限会社小林建装 落札

株式会社松草

会田塗装株式会社

（株）高橋工務店 落札

ムサシ建設工業（株）

（有）大和工務店

（株）大熊建設

ナガヤス工業株式会社 落札

ムサシ建設工業株式会社

株式会社誠環

有限会社立花建設工業

株式会社三成建設

株式会社埼玉車輌

富士建設工業株式会社

大土建工業株式会社 失格

有限会社渡辺建設工業 落札

井坂興業株式会社

株式会社セントラル設備 辞退

有限会社正木設備 落札

株式会社葉月建設

マツコンストラクション協同組合

株式会社誠環

株式会社高橋工務店 落札

株式会社大熊建設

株式会社篠宮工務店

有限会社北谷造園 落札

株式会社ライフグリーン

有限会社斉藤造園工事 辞退

H28.6.20

H28.6.20 一般競争入札

H28.6.6

H28.6.13

H28.6.20

H28.6.10

H28.6.16

H28.6.17

H28.6.10

H28.6.10

H28.6.16

H28.6.20

公共下水道管渠修繕（28-5）
草加市清門三丁目
地内

H28.6.21 H28.9.28

50,166,000

一般競争入札
八幡北小学校Ａ棟（東側）トイレ改修工
事

草加市八幡町１１４８
番地

H28.6.15 H28.9.23 56,052,000

松原児童館解体工事
草加市松原二丁目１
番２号

H28.6.17 H28.10.14 14,256,000

一般競争入札 長栄小学校Ａ棟（東側）トイレ改修工事
草加市長栄一丁目７
６２番地

H28.6.15 H28.9.23

一般競争入札
清門小学校給食棟屋上防水等改修工
事

一般競争入札

一般競争入札 改良事業第８号　配水管布設替工事
草加市中央一丁目、
吉町一丁目・二丁目
地内

H28.6.13 H28.12.9 31,641,840

道路改良工事（市道３０６０３、３１５８６
号線）

草加市　谷塚町　地
内

H28.6.23 H28.11.21 20,628,000

57,132,000

草加市清門三丁目
37番地1

H28.6.17 H28.9.26 11,232,000

一般競争入札
→不落随契

氷川小学校Ｂ棟（東側）トイレ改修工事
草加市氷川町４４８
番地

H28.6.15 H28.9.23

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札
草加市役所本庁舎パーティション設置
工事

草加市高砂一丁目１
番１号

H28.6.21 H28.7.15 1,879,200

道路施設工事（２８-０１）
草加市　松原五丁目
地内（市道１０３９６
号線）外１路線

H28.6.13 H28.8.10 2,246,400

一般競争入札
草加市役所第二庁舎点字タイル設置
工事

草加市中央一丁目１
番８号

H28.6.17 H28.8.15 6,285,600

3,780,000

新里グラウンド防球ネットかさ上げ工
事

草加市新里町２５４
番地

H28.6.21 H28.8.31 1,512,000一般競争入札



開札日時 契約方法 件名 履行場所 契約日 契約終了日 契約金額（円） 業者名 結果

井坂興業株式会社

有限会社渡辺建設工業 落札

大土建工業株式会社

株式会社大翔建設 失格

井坂興業株式会社

有限会社渡辺建設工業 一抜け

大土建工業株式会社 落札

株式会社大翔建設 失格

株式会社葉月建設 落札

株式会社誠環

有限会社新井建設 途中辞退

株式会社セントラル設備 失格

株式会社誠環 落札

有限会社新井建設 途中辞退

株式会社葉月建設 一抜け

株式会社三成建設 失格

大一工業株式会社

株式会社誠環 落札

有限会社渡辺建設工業

株式会社小林設備 失格

株式会社岩渕産業 辞退

大土建工業株式会社 失格

有限会社新井建設

株式会社葉月建設 失格

株式会社三成建設 辞退

大一工業株式会社 失格

株式会社誠環

ナガヤス工業株式会社

株式会社小林設備 失格

株式会社岩渕産業 落札

大土建工業株式会社 失格

有限会社新井建設 失格

株式会社葉月建設 失格

一般競争入札

H28.6.30

H28.6.29

H28.6.23

H28.6.23

H28.6.29

H28.6.30

13,176,000一般競争入札
水辺環境整備工事（葛西用水路・遊歩
道舗装工）１工区

草加市　青柳二丁目
地内

H28.6.30 H28.10.7

14,526,000

一般競争入札
マンホールトイレ設置工事（川柳中学
校）

草加市　青柳七丁目
地内

H28.6.24 H28.10.21 13,824,000

一般競争入札
マンホールトイレ設置工事（新栄中学
校）

草加市　新栄一丁目
地内

H28.6.24 H28.10.21

歩道改良工事（市道１０３３６号線）
草加市　旭町四丁
目、旭町六丁目　地
内

H28.6.30 H28.9.27 10,069,920

一般競争入札 道路改良工事（市道２０１６８号線）
草加市　青柳八丁目
地内

H28.6.30 H28.10.27 10,368,000

道路改良工事（市道３１３１８号線） 草加市　西町　地内 H28.6.30 H28.10.7 6,372,000一般競争入札


