
草加市工事入札結果　　平成２５年度分（平成２５年１１月分）

開札日時 契約方法 件名 場所 契約日 契約終了日 契約金額 業者名 結果

株式会社ケイワイテック

古敷谷電設株式会社 辞退

株式会社サトウ電機 契約

株式会社大熊建設

株式会社高橋工務店 契約

株式会社彩光建設

有限会社大和工務店

株式会社小櫃建設 契約

株式会社大熊建設

株式会社高橋工務店

三精輸送機株式会社

森平舞台機構株式会社 契約

東京通信電設株式会社

ビクターアークス株式会社 契約

株式会社今泉水道 契約

第一管工株式会社

有限会社東洋開発

株式会社小櫃建設 契約

株式会社大熊建設

株式会社高橋工務店

富士建設工業株式会社

長栄建設工業株式会社 契約

株式会社小林設備

有限会社新井建設 失格

株式会社葉月建設 契約

有限会社祝設備工業所

大土建工業株式会社

株式会社葉月建設 契約

株式会社東建興業

有限会社新井建設

有限会社祝設備工業所

大土建工業株式会社

株式会社東建興業 失格

有限会社新井建設 失格

株式会社葉月建設 契約

有限会社祝設備工業所

大土建工業株式会社

有限会社雅興業

H25.11.6 一般競争 道路施設修繕(２５－２６)
草加市青柳七丁目、西町地内
（市道２０２４１号線、ふれあい
小路）

H25.11.8 H25.12.16 12,039,300 株式会社誠環 契約

古敷谷電設株式会社 辞退

株式会社サトウ電機 契約

東武電設株式会社

株式会社誠環

有限会社立花建設工業 契約

井坂興業株式会社

有限会社光樹園

株式会社二木造園土木

株式会社ライフグリーン

有限会社斉藤造園工事 契約

ナガヤス工業株式会社 契約

株式会社三成建設

有限会社祝設備工業所

株式会社井戸梅

大土建工業株式会社 契約

株式会社葉月建設

4,830,000H25.11.11 一般競争
改良事業第２１号　配水管切回
し工事

草加市青柳八丁目地内 H25.11.20 H26.1.31

57,750,000

H25.11.11 一般競争
水辺環境整備工事（葛西用水
路・修景護岸工）４工区

草加市稲荷四・六丁目地内 H25.11.13 H26.3.24 79,800,000

H25.11.11 一般競争
公園施設等更新工事（青柳公園
他１０園）

草加市青柳二丁目地内他 H25.11.15 H26.3.28

6,814,500

H25.11.6 一般競争
道路改良工事（市道２０１２０号
線）及び排水路整備工事（Ｆ－２
０４・２１２号水路）

草加市青柳八丁目地内 H25.11.8 H26.3.31 24,990,000

H25.11.6 一般競争
中央公民館直流電源装置改修
工事

草加市住吉二丁目９番１号 H25.11.6 H26.2.14

H25.11.5 H25.11.5 H26.3.5 6,496,350一般競争
道路改良工事（市道３０５４３号
線）

草加市両新田西町地内

H25.11.5 H25.11.5 H26.3.31 6,741,000一般競争
道路改良工事（市道３０５５４号
線）

草加市両新田西町、両新田東
町地内

15,330,000

H25.11.5 一般競争
道路改良工事（市道３０６２７、４
０２２８号線）

草加市瀬崎一丁目、瀬崎二丁
目地内

H25.11.5 H26.3.17 8,067,150

H25.11.5 一般競争 草加松原遊歩道補修工事 草加市中根一丁目地内他 H25.11.5 H26.3.31

8,085,000

H25.11.5 一般競争 松江児童遊園トイレ設置工事
草加市松江三丁目地内（松江
児童遊園）

H25.11.5 H26.3.14 7,066,500

H25.11.5 一般競争
松江中学校プールろ過機改修工
事

草加市松江三丁目１４番３３号 H25.11.5 H26.2.3

8,505,000

H25.11.5 一般競争 文化会館音響調整卓更新工事 草加市松江一丁目１番５号 H25.11.19 H26.3.25 5,229,000

H25.11.5 一般競争
文化会館側面音響反射板巻上
機等更新工事

草加市松江一丁目１番５号 H25.11.5 H26.3.28

H25.11.5 H25.11.5 H26.1.6 1,134,000一般競争 ひかわ保育園外網戸改修工事 草加市氷川町１８０３番地　外

H25.11.1 H25.11.5 H25.12.20 9,733,500一般競争
草加市役所仮第二庁舎改修工
事

草加市住吉一丁目５番２号、他

H25.11.1 H25.11.1 H26.1.24 1,774,500一般競争
中央公民館火災受信機交換修
繕

草加市住吉二丁目９番１号



H25.11.12 一般競争
道路改良工事（市道２０１１２、２
０１９６号線）

草加市柿木町、青柳八丁目地
内

H25.11.15 H26.3.31 25,725,000 株式会社三成建設 契約

会田塗装株式会社 契約

有限会社小林建装

株式会社オオクマ塗装

株式会社大熊建設 契約

株式会社高橋工務店

長栄建設工業株式会社

第一管工株式会社

株式会社小林設備 契約

有限会社立花建設工業

株式会社大翔建設 辞退

株式会社小林設備 契約

株式会社岩渕産業 契約

新日本建設工業株式会社 辞退

大一工業株式会社

株式会社小林設備

有限会社渡辺建設工業 契約

有限会社祝設備工業所

大土建工業株式会社 契約

株式会社葉月建設

有限会社雅興業

三ツ和総合建設業協同組合 辞退

ナガヤス工業株式会社 契約

新日本建設工業株式会社 辞退

有限会社祝設備工業所

有限会社新井建設

株式会社葉月建設 契約

大土建工業株式会社

昱株式会社 辞退

大同機工株式会社 契約

H25.11.18 一般競争
排水路整備工事（Ｃ-３２１号水
路）

草加市吉町五丁目地内 H25.11.19 H26.3.19 12,915,000 株式会社誠環 契約

H25.11.19 一般競争
道路改良工事（市道２０９５号
線）

草加市高砂二丁目地内 H25.11.19 H26.3.31 119,700,000 株式会社とだか建設 契約

H25.11.19 一般競争
中央ポンプ場機械設備修繕（流
入ゲート・細目除塵機）

草加市手代町地内 H25.11.21 H26.3.31 24,150,000
株式会社前澤エンジニアリ
ングサービス

契約

昱株式会社 契約

大同機工株式会社 辞退

株式会社誠環

第一管工株式会社

有限会社祝設備工業所 契約

H25.11.21
一般競争
(総合評価）

排水路整備工事（Ｅ-１６１号水
路）

草加市両新田西町地内 H25.11.26 H26.3.31 40,425,000 株式会社岩渕産業 契約

H25.11.22 一般競争
中央ポンプ場機械設備修繕（し
さ搬出機・沈砂搬出機）

草加市手代町地内 H25.11.25 H26.3.31 7,140,000
株式会社前澤エンジニアリ
ングサービス

契約

株式会社二木造園土木

有限会社光樹園 契約

有限会社植誠

有限会社松波園

11,655,000

H25.11.29 一般競争
(仮称）草加市立谷塚西文化セン
ター建設工事（植栽工事）

草加市新里町９８３番外１０筆 H25.12.2 H26.3.18 2,835,000

H25.11.20 一般競争
道路改良工事（市道３０２９３号
線）

草加市谷塚町地内 H25.11.20 H26.3.31

7,350,000

H25.11.20 一般競争 排水施設設置工事（第３号樋管） 草加市新栄町地内 H25.11.20 H26.3.31 9,345,000

H25.11.18 一般競争
排水施設設置工事（中井堀排水
機場）

草加市谷塚二丁目地内 H25.11.20 H26.3.31

36,750,000

H25.11.18 一般競争
公共下水道第２処理分区汚水枝
線工事(２５-３)

草加市稲荷六丁目地先 H25.11.19 H26.2.17 4,725,000

H25.11.15 一般競争
水辺環境整備工事（葛西用水
路・拠点広場工）１工区

草加市青柳五丁目地内 H25.11.20 H26.3.24

15,435,000

H25.11.14 一般競争 道路改良工事（市道20361号線） 草加市八幡町地内 H25.11.15 H26.2.13 4,607,400

H25.11.14 一般競争
排水路整備工事（Ｇ－１２０・１２
１号水路）及び道路改良工事（市
道２００１２号線）

草加市柿木町地内 H25.11.15 H26.3.31

16,957,500

H25.11.14 一般競争
公共下水道第３処理分区汚水枝
線工事（２５－４）

草加市遊馬町地先 H25.11.18 H26.3.31 38,325,000

H25.11.14 一般競争
改良事業第２０号 水管橋添架替
工事(導水管)

草加市吉町三丁目、手代町地
内

H25.11.20 H26.3.14

7,560,000

H25.11.14 一般競争
改良事業第１１号 水管橋添架替
工事

草加市神明二丁目地内 H25.11.20 H26.3.14 19,320,000

H25.11.12 一般競争 防災備蓄倉庫建設工事
草加市吉町１４１４番１の一部
外５筆

H25.11.12 H26.3.14

H25.11.12 一般競争 中曽根橋補修工事 草加市中根一丁目地内 H25.11.13 H26.3.31 9,439,500


