
草加市工事入札結果　平成24年度分（平成24年7～9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)斉藤興業 契約

草加建設（株）

大一工業(株)

ナガヤス工業(株)

新日本建設工業(株)

(有)渡辺建設工業 契約

(有)立花建設工業

第一管工（株）

(有)松大工業

井坂興業(株)

(株)小林設備

大土建工業（株） 契約

長栄建設工業（株）

（有）祝設備工業所

（有）宏建

大土建工業（株） 契約

（有）祝設備工業所

（有）宏建

（有）新井建設

長栄建設工業（株） 契約

（有）宏建

（有）祝設備工業所

（有）新井建設 契約

（有）宏建

（有）宏建 契約

大土建工業（株）

長栄建設工業（株）
エムテック・英美特定建設工事共同企
業体 契約
ムサシ・大熊特定建設工事共同企業
体

笹沼・大和特定建設工事共同企業体

三成・篠宮特定建設工事共同企業体

富士・高橋特定建設工事共同企業体

（株）イワナガ 契約

（有）光樹園

（有）北谷造園

（株）ライフグリーン

（株）二木造園土木

（株）大熊建設 契約

（株）エスケー

（株）高橋工務店

リベレステ（株）

（株）彩光建設

(有)新井建設 契約

長栄建設工業(株)

(有)宏建

井坂興業(株) 契約

(有)立花建設工業

(有)新井建設

長栄建設工業(株) 契約

(有)宏建

大土建工業（株）

（株）三成建設 契約

（株）斉藤興業

新日本建設工業（株）

大一工業（株）

草加建設（株） 失格

H26.1.31    270,900,000H24.7.11 624 一般競争入札 吉町浄水場配水ポンプ棟建設工事
（建築工事）

草加市吉町四丁目１０
番４５号　吉町浄水場

H24.7.24

H24.7.2 10 一般競争入札
（事後審査型）

桜橋、稲荷橋架替工事 稲荷四、五、六丁目地
内

H24.7.4 H24.12.31      28,245,000

H24.7.2 14 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道４０３１０号線) 瀬崎七丁目地内 H24.7.2 H25.1.4      13,104,000

H24.7.2 15 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事(Ｅ-１５６号水路) 両新田東町地内 H24.7.2 H24.11.9       8,295,000

H24.7.2 16 一般競争入札
（事後審査型）

公共下水道第３処理分区汚水枝線工
事(２４-５)

柳島町、両新田西町地
内

H24.7.2 H24.10.10       7,560,000

H24.7.3 19 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道３１１６４号線) 谷塚仲町地内 H24.7.3 H24.10.22       3,307,500

H24.7.3 20 一般競争入札
（事後審査型）

公共下水道第９処理分区汚水枝線工
事(２４-１２)

旭町一・二丁目地内 H24.7.3 H24.10.31       2,940,000

H24.7.10 21 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（認定予定道路２４－
５）

住吉二丁目地内 H24.7.11 H24.10.19       3,969,000

H24.7.13 28 一般競争入札
（事後審査型）

代替用地整地作業等工事 草加五丁目、松江一丁
目地内

H24.7.13 H24.10.31       2,205,000

H24.7.18 622 一般競争入札
（事後審査型）

草加小学校１階職員トイレ改修工事 住吉一丁目１１番６４号 H24.7.19 H24.9.18       5,775,000

H24.7.20 27 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道２０３００号線) 八幡町地内 H24.7.23 H24.11.12       5,775,000

H24.7.23 24 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道２０６９５号線) 弁天五丁目地内 H24.7.23 H24.11.30       8,977,500

H24.7.23 25 一般競争入札
（事後審査型）

公共下水道第９処理分区汚水枝線工
事(２４-１１)

新善町地内 H24.7.23 H24.10.22       7,287,000

H24.7.23 813 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第１１号配水管布設替工事 吉町二丁目地内 H24.7.30 H25.1.7      39,354,000



草加市工事入札結果　平成24年度分（平成24年7～9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

荏原商事（株） 契約

大同機工（株）

（株）第一テクノ

(有)宏建 契約

長栄建設工業(株)

大土建工業（株）

大一工業（株） 契約

（株）岩渕産業 失格

（株）三成建設 失格

草加建設（株） 失格

ナガヤス工業（株） 失格

新日本建設工業（株） 失格

（株）斉藤興業 失格

（有）渡辺建設工業 契約

（株）三成建設

草加建設（株）

井坂興業（株）

大一工業（株）

（株）白石建設 失格

新日本建設工業（株） 辞退

（株）岩渕産業 辞退

（有）宏建 契約

長栄建設工業（株）

大土建工業（株）

長栄建設工業（株） 契約

（有）宏建

大土建工業（株）

(有)大和工務店 契約

(株)大熊建設

(株)エスケー

(株)英美建設

リベレステ（株） 契約

(株)高橋工務店

(株)英美建設

(株)大熊建設

(株)エスケー 失格

（株）大翔建設 契約

（株）小林設備

（株）誠環

第一管工（株）

（有）立花建設工業

（株）埼玉車輌

（有）祝設備工業所 失格

（株）白石建設 契約

草加建設（株）

ナガヤス工業（株）

（株）岩渕産業

（株）三成建設

大一工業（株） 失格

新日本建設工業（株） 辞退

（有）新井建設 契約

長栄建設工業（株）

（有）宏建

大土建工業（株） 辞退

H24.7.23 814 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第１０１号浄配水場施設更
新工事

市内全域（草加第６処理
分区の一部、幹線道路
上のマンホール蓋）

H24.8.6 H25.3.22      20,842,500

H24.7.24 26 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道３１５７２号線) 吉町五丁目地内 H24.7.24 H24.12.11       6,069,000

H24.7.26 23 一般競争入札
（事後審査型）

公共下水道第１-１処理分区柿木西
幹線布設工事(２４-１)

柿木町地内 H24.8.2 H25.2.18      64,732,500

H24.8.6 31 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事(Ｂ-１９１号水路) 栄町二丁目地内 H24.8.8 H25.1.25      20,349,000

H24.8.6 34 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道３０６３７号線) 谷塚町地内 H24.8.7 H24.12.5       7,959,000

H24.8.6 36 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道３１５５９号線) 氷川町地内 H24.8.7 H24.12.5       4,935,000

H24.8.6 627 一般競争入札
（事後審査型）

やなぎしま保育園職員トイレ改修工
事

柳島町130番地 H24.8.8 H24.10.9       1,627,500

H24.8.6 628 一般競争入札
（事後審査型）

草加小学校Ａ棟窓ガラリ設置工事 住吉一丁目１１番６４号 H24.8.6 H24.10.5       2,992,500

H24.8.6 815 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第8号　配水管布設工事 原町一丁目地内 H24.8.8 H24.12.5       9,849,000

H24.8.7 30 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道２０８８号線) 柿木町地内 H24.8.10 H25.3.1      25,515,000

H24.8.7 33 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道２０５６１号線) 青柳四丁目地内 H24.8.8 H25.1.15       8,610,000



草加市工事入札結果　平成24年度分（平成24年7～9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

長栄建設工業（株） 契約

大土建工業（株）

（有）宏建 途中辞退

（有）新井建設 辞退

大土建工業（株） 契約

（有）宏建

（株）葉月建設

長栄建設工業（株） 辞退

（株）斉藤興業 契約

大一工業（株）

ナガヤス工業（株）

新日本建設工業（株） 失格

草加建設（株） 失格

（株）三成建設 失格

（株）岩渕産業 失格

（有）北谷造園 契約

（有）斉藤造園工事

（株）イワナガ

（有）若林造園 途中辞退

（株）二木造園土木 途中辞退

立川ハウス工業（株） 契約

（有）大和工務店

（株）彩光建設

（株）大熊建設

（株）岩渕産業 契約

（株）斉藤興業

草加建設（株） 失格

大一工業（株） 辞退

（有）渡辺建設工業 契約

（株）小林設備

（有）松大工業

（株）埼玉車輌

（有）立花建設工業 辞退

（株）小林設備 契約

井坂興業（株）

（株）埼玉車輌

（有）渡辺建設工業

（有）松大工業 失格

（有）立花建設工業 辞退

（株）小林設備 契約

（有）祝設備工業所 失格

（株）誠環

（株）大翔建設

（有）渡辺建設工業

第一管工（株）

（有）渡辺建設工業 契約

大一工業（株）

（株）埼玉車輌

（株）小林設備

ナガヤス工業（株）

（株）岩渕産業

（株）斉藤興業

（株）三成建設 失格

草加建設（株） 失格

（有）立花建設工業 辞退

H24.8.29 40 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第２６号配水管布設替工事 新里町地内 H24.8.29 H24.12.6       8,484,000

H24.8.7 35 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道３０４２４号線) 遊馬町地内 H24.8.9 H24.12.7       5,670,000

H24.8.9 32 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事(Ｄ-２１０号水路) 遊馬町地内 H24.8.10 H24.11.28       8,274,000

H24.8.20 29 一般競争入札
（事後審査型）

綾瀬川左岸道路築造工事(１工区) 松江一丁目、松江二丁
目地内

H24.8.23 H25.3.31      74,865,000

H24.8.23 629 一般競争入札
（事後審査型）

綾瀬川左岸防災公園（２期・その１）
建設工事

松江一丁目、二丁目地
内

H24.8.27 H25.2.15      43,575,000

H24.8.23 630 一般競争入札
（事後審査型）

新田駅周辺土地区画整理事務所建
設工事

金明町４５０番１、４５７
番２の各１部

H24.9.3 H25.3.4      36,603,000

H24.8.23 816 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第２０号配水管布設替工事 瀬崎三丁目・五丁目・六
丁目地内

H24.8.31 H25.2.26      40,800,000

H24.8.28 40 一般競争入札
（事後審査型）

公共雨水管渠築造工事（上根幹線）
に伴う汚水枝線移設工事２４-４

松江六丁目、稲荷五丁
目地内

H24.8.30 H25.1.7      16,170,000

H24.8.29 39 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事(Ａ-２６７・２７０号水
路)

稲荷三・四丁目地内 H24.8.31 H25.2.7      17,913,000

H25.1.11      21,304,500H24.8.30 38 一般競争入札
（事後審査型）

公共下水道第３処理分区汚水枝線工
事(２４-６)

谷塚上町、両新田西町
地内

H24.9.3



草加市工事入札結果　平成24年度分（平成24年7～9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)新井建設 途中辞退

 (株)葉月建設  契約

 (有)立花建設工業  契約

 (有)松大工業

 (株)誠環

 大土建工業（株）  契約

 （株）葉月建設

 （有）宏建

 長栄建設工業（株）

 （有）若林造園  契約

 （有）松波園  

 （有）光樹園  

 （有）斉藤造園工事  

 （有）植誠  

 大土建工業（株）  契約

 （有）宏建  

 富士建設工業（株）  

 (有)新井建設  契約

 ＴＯＵＢＵコーポレーション（株）

 ＴＯＵＢＵコーポレーション（株）  契約

 (有)宏建

 長栄建設工業(株)

 大土建工業（株）

 （株）誠環  失格

 （有）松大工業  契約

 （有）立花建設工業

 （有）渡辺建設工業

 井坂興業（株）

 （株）小林設備

 （有）宏建  失格

 （有）雅興業  契約

 大土建工業（株）

 長栄建設工業（株）

 （有）宏建  契約

 大土建工業（株）

 長栄建設工業（株）

 （株）三成建設  契約

 大一工業（株）  

 （有）斉藤造園工事  

 （株）篠宮工務店  契約

 （株）彩光建設  

 （株）大熊建設  

 （有）大和工務店  

 （株）エスケー  

 大土建工業（株）  契約

 （有）祝設備工業所

 （有）新井建設

 長栄建設工業（株）

 （有）雅興業  契約

 長栄建設工業（株）

 （有）新井建設

 （有）宏建

 （株）誠環  契約

 （株）小林設備

 （有）松大工業

H24.9.19

H24.9.20

H24.9.21

H24.9.11

H24.9.11

H24.9.18

H24.9.18

H24.9.18

H24.9.18

H24.9.3

H24.9.3

H24.9.4

H24.9.5

H24.9.5

H24.9.10

H25.2.28      10,185,000   61  一般競争入札
（事後審査型）

 道路改良工事(市道３０５３２、３０５３
５号線)

 両新田西町地内 H24.9.21

   48  一般競争入札
（事後審査型）

 道路改良工事(市道２０２４９号線)  青柳五丁目地内 H24.9.20 H25.1.28       7,665,000

      1,627,500

   49  一般競争入札
（事後審査型）

 水辺環境整備工事(葛西用水路･左
岸修景工 )４工区

 青柳八丁目地内 H24.9.20 H25.2.18       7,854,000

H25.3.12       6,300,000

  634  一般競争入札
（事後審査型）

 松楽苑集会室・娯楽室床改修工事  柿木町１８８番地 H24.9.18 H24.11.2

  633  一般競争入札
（事後審査型）

 新田駅周辺土地区画整理事務所建
設工事（外構工事）

 金明町４５０番1、４５７
番２の各一部

H24.9.20

   51  一般競争入札
（事後審査型）

 道路改良工事(市道１０４３５号線)  北谷一丁目地内 H24.9.19 H25.1.17       6,216,000

      9,618,000

   50  一般競争入札
（事後審査型）

 道路改良工事(市道２０２４５号線)  青柳五丁目地内 H24.9.19 H25.1.28       7,014,000

H24.12.11       4,515,000

   52  一般競争入札
（事後審査型）

 道路改良工事(市道２０５３３号線)  八幡町地内 H24.9.12 H25.1.30

   46  一般競争入札
（事後審査型）

 排水路整備工事(Ｇ-１８９号水路)  柿木町地内 H24.9.12

   37  一般競争入札
（事後審査型）

 防火水槽解体工事（１工区）  青柳三丁目地内 H24.9.11 H24.11.30       3,150,000

      2,520,000

  632  一般競争入札
（事後審査型）

 防火水槽解体及び盛土整地工事
（24-1）

 新田西部土地区画整理
事業地内

H24.9.6 H24.12.5       4,620,000

H25.1.15       6,195,000

  631  一般競争入札
（事後審査型）

 新田駅周辺土地区画整理事務所建
設工事（植栽工事）

 金明町４５０番1、４５７
番２の各一部

H24.9.6 H25.3.19

   44  一般競争入札
（事後審査型）

 道路改良工事(市道３０６５５号線)  谷塚一丁目地内 H24.9.5

   47  一般競争入札
（事後審査型）

 道路改良工事(認定予定道路２４-６)  松原五丁目地内 H24.9.4 H25.1.15       8,694,000

   45  一般競争入札
（事後審査型）

 公共下水道第１-２処理分区汚水枝
線工事(２４-３)

 松江三丁目地内 H24.9.4 H25.2.28       6,405,000



草加市工事入札結果　平成24年度分（平成24年7～9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）小林設備  契約

 （有）松大工業

 （株）三成建設  契約

 大一工業（株）  

 ナガヤス工業（株）  

 （有）宏建  契約

 長栄建設工業（株）

 長栄建設工業（株）  契約

 大土建工業（株）

 （有）宏建

 新日本建設工業（株）  辞退

 草加建設（株）  辞退

 （株）斉藤興業  契約

 （株）岩渕産業

 （株）三成建設

 （株）岩渕産業  辞退

 新日本建設工業（株）  辞退

 草加建設（株）  契約

 （株）三成建設

 （株）斉藤興業

 （株）第一テクノ  契約

 荏原商事（株）

H24.9.25

H24.9.26

H24.9.27

H24.9.28

H24.9.24

H24.9.24

H24.9.25

   65  一般競争入札
（事後審査型）

 公共下水道第１-１処理分区そうか
公園ポンプ場築造工事(２４-２)

 青柳七丁目、柿木町地
内

H24.10.2 H25.3.15      24,360,000

     39,375,000

   55  一般競争入札
（事後審査型）

 道路改良工事(市道２００４６、２００５
８、２００７１、２００７４号線)

 柿木町地内 H24.10.2 H25.3.29      40,425,000

H25.1.24       6,342,000

   56  一般競争入札
（事後審査型）

 排水路整備工事(Ｇ-１８０・１８０-１・
１８１号水路)及び道路改良工事（市
道２００９５号線）

 柿木町地内 H24.10.1 H25.3.15

   64  一般競争入札
（事後審査型）

 排水路整備工事(Ｇ-１４７号水路)  柿木町地内 H24.9.26

   63  一般競争入札
（事後審査型）

 道路改良工事(市道１０４３８号線)  北谷一丁目地内 H24.9.26 H25.2.28       9,009,000

     23,520,000

  635  一般競争入札
（事後審査型）

 新里グランド防球ネット増設工事  新里町２５４番地３他 H24.9.24 H24.11.26       3,129,000

   58  一般競争入札
（事後審査型）

 公共雨水管渠築造工事（辰井川左
岸第５排水区枝線）２４-２及び道路改
良工事（市道３０７１８号線）

 谷塚町、谷塚仲町地内 H24.9.25 H25.3.29


