
草加市工事入札結果　平成24年度分（平成24年4～6月分）
※契約額は税込

入札日 № 契約方法 件名 場所 契約日 契約終了日 契約額 業者名 結果

（有）松大工業 契約

第一管工（株） 契約

（株）小林設備 契約

ナガヤス工業（株） 契約

（有）渡辺建設工業 契約

（株）大翔建設

大一工業（株）

（有）松大工業 契約

草加市管工事業協同組合 契約

（有）渡辺建設工業 契約

（株）大翔建設 契約

（株）大翔建設 契約

大一工業（株） 契約

（有）渡辺建設工業 契約

（株）小林設備 契約

（有）宏建 契約

長栄建設工業（株） 契約

ナガヤス工業（株）

笹沼建設（株） 契約

ムサシ建設工業（株）

（株）三成建設

（株）三成建設 契約

ムサシ建設工業（株）

笹沼建設（株）

（株）高橋工務店 契約

（株）大熊建設

（株）篠宮工務店

(株)大熊建設 契約

ムサシ建設工業（株）

笹沼建設（株）

(株)三成建設

富士建設工業(株) 契約

(株)大熊建設

(株)高橋工務店 途中辞退

(有)大和工務店 契約

富士建設工業(株) 途中辞退

(株)篠宮工務店 途中辞退

ムサシ建設工業（株） 途中辞退

(株)高橋工務店 契約

笹沼建設（株）

(株)篠宮工務店

竹内セントラル（株） 契約

古敷谷電設（株）

（有）東洋開発

第一管工（株）

(株)セントラル設備

(株)今泉水道

三成・富士特定建設工事共同企業体 契約

ムサシ建設工業（株）

笹沼建設（株）

ムサシ建設工業（株） 契約

笹沼建設（株）

（株）三成建設

（株）篠宮工務店 契約

（株）高橋工務店

（株）大熊建設

富士建設工業（株）

H24.5.2 1 公募型見積合
（複数者契約）

公共下水道本管工事（単価契約） 市内全域 H24.5.14 H25.3.31  複数単価

H24.5.2 2 公募型見積合
（複数者契約）

公共下水道取付管工事（単価契約） 市内全域 H24.5.14 H25.3.31  複数単価

H24.5.9 3 公募型見積合
（複数者契約）

舗装道の部分補修工事及び道路施
設小規模工事（単価契約）

市内全域 H24.5.28 H25.3.31  複数単価

H24.5.11 601 一般競争入札 新栄中学校Ａ棟耐震補強工事 新栄町２０６番地 H24.6.21 H24.11.19    160,650,000

H24.5.15 600 一般競争入札 長栄小学校Ａ－２棟・新田中学校Ａ－
２棟耐震補強工事

草加市長栄町７６２番
地、７６７番地

H24.5.17 H24.10.15    129,150,000

H24.5.16 609 一般競争入札
（事後審査型）

市営柳島住宅火災復旧工事 柳島町２７７番地 H24.5.16 H24.8.14       6,877,500

H24.5.17 605 一般競争入札
（事後審査型）

瀬崎小学校Ｂ棟･渡り廊下耐震補強
工事

瀬崎二丁目３２番１号 H24.5.22 H24.10.19      35,385,000

H24.5.17 606 一般競争入札
（事後審査型）

川柳中学校Ｂ棟耐震補強工事 青柳七丁目３５番１号 H24.5.22 H24.10.19      32,760,000

H24.5.17 607 一般競争入札
（事後審査型）

花栗南小学校Ｂ棟耐震補強工事 花栗四丁目３番１号 H24.5.22 H24.10.19      31,710,000

H24.5.17 608 一般競争入札
（事後審査型）

清門小学校Ｂ棟耐震補強工事 清門町５５２番地 H24.5.22 H24.10.19      23,310,000

H24.5.21 610 一般競争入札
（事後審査型）

新田中学校マルチパーパスルーム空
調機設置工事

長栄町767番地 H24.5.21 H24.7.5       3,150,000

H24.5.24 602 一般競争入札 長栄小学校Ａ－１棟耐震補強工事 長栄町７６２番地 H24.5.28 H24.10.25    147,000,000

H24.5.24 603 一般競争入札 八幡小学校Ａ･Ｂ棟耐震補強工事 八幡町６５番地 H24.5.28 H24.10.25    124,740,000

H24.5.24 604 一般競争入札
（事後審査型）

八幡北小学校Ａ･Ｂ棟耐震補強工事 八幡町１１４８番地 H24.5.28 H24.10.25      45,150,000



草加市工事入札結果　平成24年度分（平成24年4～6月分）
※契約額は税込

入札日 № 契約方法 件名 場所 契約日 契約終了日 契約額 業者名 結果

（株）葉月建設 契約

ＴＯＵＢＵコーポレーション（株） 途中辞退

大土建工業（株） 途中辞退

（有）雅興業 途中辞退

（株）三成建設 契約

新日本建設工業（株）

（株）白石建設

（株）斉藤興業

（株）大翔建設

草加建設（株）

(有)新井建設

長栄建設工業（株）

ナガヤス工業（株）

大一工業（株）

（株）小林設備 契約

(有)立花建設工業

井坂興業(株)

(有)松大工業

(有)渡辺建設工業

（有）新井建設 失格

第一管工（株） 失格

（有）東洋開発 契約

竹内セントラル（株）

（株）今泉水道

(株)三成建設 契約

(有)渡辺建設工業

(株)斉藤興業

(株)白石建設

大一工業(株)

草加建設（株）

新日本建設工業(株)

(株)大翔建設

井坂興業(株)

ナガヤス工業(株)

(有)立花建設工業 辞退

(有)新井建設 契約

(有)宏建

(有)祝設備工業所

ＴＯＵＢＵコーポレーション（株）

(有)雅興業

（有）立花建設工業 契約

ナガヤス工業（株）

ムサシ建設工業（株）

（株）彩光建設

大一工業（株）

長栄建設工業（株）

富士建設工業（株）

（株）斉藤興業

（株）三成建設 失格

（株）彩光建設 契約

（株）高橋工務店

（株）篠宮工務店

（有）大和工務店

H24.5.28 4 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事(Ｄ-２１６号水路) 新里町地内 H24.5.29 H24.8.17       2,100,000

H24.5.29 7 一般競争入札
（事後審査型）

公共下水道工事に伴う舗装復旧工事
(その２)

金明町地内 H24.5.29 H24.8.17       7,654,500

H24.6.4 6 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道２０２８号線) 稲荷五丁目地内 H24.6.4 H24.10.12      11,214,000

H24.6.4 613 一般競争入札
（事後審査型）

アコスホール会議室・ギャラリー空調
機更新工事

高砂二丁目７番１号 H24.6.4 H24.8.20       2,866,500

H24.6.5 5 一般競争入札
（事後審査型）

グラウンドゴルフ場整備工事 金明町地内 H24.6.7 H24.12.28      21,367,500

H24.6.8 11 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事(Ｆ-２８１･２９７号水
路)

青柳六・七丁目地内 H24.6.11 H24.9.10       3,181,500

H24.6.11 611 一般競争入札
（事後審査型）

栄小学校屋内運動場及びプール解
体工事

松原一丁目3番2号 H24.6.14 H24.10.12      23,682,750

H24.6.11 612 一般競争入札
（事後審査型）

川柳小学校Ｃ棟一部補強及び改修工
事

青柳七丁目27番10号 H24.6.12 H24.9.10      15,151,500



草加市工事入札結果　平成24年度分（平成24年4～6月分）
※契約額は税込

入札日 № 契約方法 件名 場所 契約日 契約終了日 契約額 業者名 結果

ＴＯＵＢＵコーポレーション（株） 契約

富士建設工業（株）

（有）宏建

新日本建設工業（株） 契約

（株）三成建設

草加建設（株）

（株）岩渕産業

（株）白石建設

ナガヤス工業（株）

大一工業（株）

（株）斉藤興業 失格

(有)新井建設 契約

(株)彩光建設

(株)斉藤興業

(有)祝設備工業所 契約

長栄建設工業（株）

(株)セントラル設備

(有)正木設備

（株）岩渕産業 契約

新日本建設工業（株）

ナガヤス工業（株）

大一工業（株）

草加建設（株）

（株）三成建設

（株）斉藤興業 失格

（株）白石建設 辞退

（株）エスケー 契約

（株）高橋工務店

（有）大和工務店

リベレステ（株）

（株）大熊建設

（株）彩光建設

三吉電気（株） 契約

（有）高橋電気 契約

（株）サトウ電機 契約

（株）サクノ電気 契約

芳賀電気工事（有） 契約

東武電設（株）

（有）宏建 契約

(有)新井建設

大土建工業（株）

長栄建設工業(株)

(有)祝設備工業所

埼玉永盛工業（株） 契約

道路開発（株） 契約

交通工業（株） 契約

（株）サンエイ企画 契約

(株)井戸梅 契約

（株）小林設備

（有）立花建設工業

第一管工（株）

（株）大翔建設

（有）渡辺建設工業

（株）埼玉車輌

（有）祝設備工業所

H24.6.13 12 一般競争入札
（事後審査型）

防火水槽解体工事（２工区） 吉町三丁目地内 H24.6.13 H24.9.3       3,045,000

H24.6.15 9 一般競争入札
（事後審査型）

３・４・８谷塚松原線街路築造工事(延
伸部）

谷塚町地内 H24.6.19 H24.12.17      34,098,750

H24.6.15 614 一般競争入札
（事後審査型）

氷川小学校通路改修工事 氷川町448番地 H24.6.18 H24.9.6       6,142,500

H24.6.15 809 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第２３号 配水管布設替工事 柳島町地内       7,455,000

H24.6.18 8 一般競争入札
（事後審査型）

３･５･２４瀬崎東町線街路築造工事及
び排水路整備工事（Ｃ-３１６-１号水
路）

瀬崎二、三、五丁目地
内

H24.6.20 H25.3.31      46,410,000

H24.6.18 615 一般競争入札
（事後審査型）

あおやぎ保育園外廊下改修工事 青柳七丁目２番１号 H24.6.18 H24.8.17       1,512,000

H24.6.22 13 公募型見積合
（複数者契約）

都市照明施設整備工事（単価契約） 市内全域 H24.6.29 H25.3.29  複数単価

H24.6.29 17 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事(Ｃ-２７６号水路) 氷川町地内 H24.6.29 H24.10.17       5,775,000

H24.6.29 18 公募型見積合
（複数者契約）

交通安全施設整備工事（単価契約） 市内全域 H24.7.9 H25.3.29  複数単価

H24.6.29 810 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第１０号配水管布設替工事 草加市住吉二丁目地内 H24.7.10 H24.11.6      11,413,500



草加市工事入札結果　平成24年度分（平成24年4～6月分）
※契約額は税込

入札日 № 契約方法 件名 場所 契約日 契約終了日 契約額 業者名 結果

第一管工（株） 契約

（株）小林設備

（有）松大工業

（有）祝設備工業所

（有）渡辺建設工業

（株）埼玉車輌

（有）立花建設工業

井坂興業（株）

（株）大翔建設

第一管工（株） 契約

（株）小林設備

（有）渡辺建設工業

（株）大翔建設

（有）祝設備工業所

（株）誠環

（株）埼玉車輌

H24.6.29 811 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第１２号配水管布設替工事 草加市吉町二丁目、三
丁目地内

H24.7.5 H24.11.1      10,395,000

H24.6.29 812 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第１３号配水管布設替工事 草加市苗塚町地内 H24.7.5 H24.11.1       8,662,500


