
草加市工事入札結果　　平成２６年度分（平成２６年９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

新日本建設工業株式会社 落札
株式会社埼玉車輌
大一工業株式会社
株式会社三成建設
草加建設(株) 辞退
第一管工株式会社 落札
株式会社小林設備
長栄建設工業株式会社
株式会社誠環 辞退
株式会社三成建設 落札
大一工業株式会社
新日本建設工業株式会社
株式会社岩渕産業
株式会社岩渕産業 落札
株式会社三成建設
新日本建設工業株式会社
大一工業株式会社
株式会社ライフグリーン 落札
株式会社イワナガ
有限会社斉藤造園工事
有限会社光樹園
有限会社雅興業 落札
株式会社葉月建設
有限会社正木設備
有限会社祝設備工業所
大土建工業株式会社
株式会社井戸梅
有限会社美松建設工業 辞退
有限会社祝設備工業所 落札
有限会社正木設備
株式会社葉月建設
株式会社誠環 落札
長栄建設工業株式会社
株式会社小林設備
有限会社渡辺建設工業
株式会社大翔建設
長栄建設工業株式会社 落札
株式会社小林設備
株式会社誠環
株式会社セントラル設備 落札
会田塗装株式会社
株式会社松草
有限会社小林建装
有限会社正木設備 落札
有限会社祝設備工業所
株式会社葉月建設
株式会社大熊建設
有限会社大和工務店 落札
株式会社工藤建設 落札
東武建設株式会社
長栄建設工業株式会社
株式会社小林設備 落札
有限会社渡辺建設工業
大一工業株式会社 落札
ナガヤス工業株式会社
新日本建設工業株式会社
株式会社斉藤興業 辞退
株式会社岩渕産業 辞退
株式会社三成建設
株式会社誠環 失格
株式会社小林設備 落札
有限会社渡辺建設工業
長栄建設工業株式会社 辞退
株式会社ライフグリーン 落札
有限会社光樹園
有限会社斉藤造園工事
株式会社二木造園土木
中央建設協同組合 落札
株式会社誠環
長栄建設工業株式会社
有限会社立花建設工業
井坂興業株式会社
長栄建設工業株式会社 辞退
株式会社大翔建設 辞退
株式会社誠環 失格
有限会社渡辺建設工業 落札
株式会社小林設備
株式会社セントラル設備 落札
大土建工業株式会社
株式会社葉月建設
有限会社祝設備工業所
有限会社新井建設

6,831,000H26.9.17 一般競争
整備事業第１号配水管布
設工事

草加市柿木町地内 H26.9.19 H27.1.16

16,632,000

H26.9.17 一般競争
歩道整備工事（Ｃ－１４４号
水路）

草加市　草加三丁目、花
栗四丁目　地内

H26.9.19 H27.2.16 23,328,000

H26.9.16 一般競争
排水路整備工事（Ｇ－１３２
号水路）

草加市柿木町地内 H26.9.19 H27.2.26

22,464,000

H26.9.16 一般競争
都市公園遊具施設更新工
事（稲荷東公園他６園）

草加市稲荷四丁目地内
他

H26.9.16 H27.2.27 7,975,800

H26.9.16 一般競争
道路改良工事（市道１０２２
号線）

草加市　小山一丁目、小
山二丁目　地内

H26.9.19 H27.2.6

30,024,000

H26.9.16 一般競争

道路改良工事（市道２０２４
１号線）及び水辺環境整備
工事（葛西用水路・左岸修
景工）２工区

草加市　青柳七丁目　地
内

H26.9.22 H27.3.25 63,072,000

H26.9.12 一般競争
排水路整備工事（Ｇ－１８４
号水路）及び道路改良工事
（市道２００８８号線）

草加市　柿木町　地内 H26.9.19 H27.2.6

1,641,600

H26.9.11 一般競争
長寿命化修繕（新橋、無名
橋市道４００９４、４０１１３、

草加市稲荷四丁目、稲
荷六丁目地内他３箇所

H26.9.17 H27.3.31 16,750,800

11,232,000

H26.9.9 H26.9.9 H26.11.10一般競争 新栄児童センター施設修繕 草加市新栄町813番地32

H26.9.9 一般競争
公共下水道人孔蓋修繕（２
６－１７）

草加市瀬崎三、四、六、
七丁目地内

H26.9.12 H27.1.13

18,900,000

H26.9.9 一般競争
氷川児童センター外壁等塗
装修繕

草加市氷川町934番地5 H26.9.9 H26.12.8 2,786,400

H26.9.9 H26.9.9 H27.2.26一般競争
公共雨水管渠築造工事（伝
右川右岸第２５排水区枝
線）２６－６

草加市　吉町三丁目　地
内

4,978,800

H26.9.8 H26.9.8 H27.2.27一般競争
伝右川左岸遊歩道整備工
事

草加市北谷一丁目地内 15,120,000

H26.9.8 一般競争
公共下水道人孔蓋修繕（２
６－２０）

草加市高砂二丁目地内 H26.9.8 H26.12.17

12,366,000

H26.9.8 H26.9.9 H26.12.8一般競争
改良事業第１５号仮配管工
事

草加市北谷三丁目地内 5,421,600

H26.9.8 一般競争
都市公園遊具施設整備工
事（瀬崎角田公園他１４園）

草加市瀬崎四丁目地内
他

H26.9.8 H27.2.27

36,504,000

H26.9.5
一般競争
(総合評価方
式）

排水路整備工事（Ｇ－１２７
号水路）

草加市柿木町地内 H26.9.8 H27.2.25 38,620,800

H26.9.3
一般競争
(総合評価方
式）

道路改良工事（市道２０２８
号線）

草加市青柳一丁目、稲
荷五丁目、松江六丁目
地内

H26.9.24 H27.2.23

45,273,600

H26.9.2
一般競争
(総合評価方
式）

道路改良工事（市道１０７２
６号線）

草加市　栄町三丁目　地
内

H26.9.5 H27.1.23 18,900,000

H26.9.2 H26.10.6 H27.3.24
一般競争
(総合評価方
式）

改良事業第７号配水管布
設替工事

草加市遊馬町、新里町
地内



環境技建株式会社 辞退
有限会社県南管理興業 辞退
三栄管理興業株式会社
中央建設協同組合
真下建設株式会社 落札
管水工業株式会社
株式会社オール
タカマツ株式会社
株式会社カンケン
ナガヤス工業株式会社
三ツ和総合建設業協同組合 辞退
株式会社小林設備 辞退
株式会社誠環 落札
長栄建設工業株式会社
新日本建設工業株式会社 失格
ナガヤス工業株式会社 落札
東武建設・斉藤興業特定建
設工事共同企業体
有限会社祝設備工業所 落札
大土建工業株式会社
株式会社葉月建設
有限会社新井建設
有限会社斉藤造園工事 辞退
有限会社若林造園 落札
有限会社光樹園
有限会社北谷造園
有限会社植誠
株式会社イワナガ
大土建工業株式会社 落札
有限会社新井建設
有限会社祝設備工業所
株式会社葉月建設
大一工業株式会社 辞退
草加建設株式会社
株式会社埼玉車輌
株式会社岩渕産業 落札
株式会社大翔建設 落札
井坂興業株式会社
株式会社小林設備
株式会社松草 落札
会田塗装株式会社
株式会社松草 落札
会田塗装株式会社

3,207,600H26.9.30 一般競争 教育支援室屋上防水修繕
草加市松江一丁目１番３
２号

H26.9.30 H26.12.15

28,799,280

H26.9.30 一般競争
中根浄水場配水池屋上防
水修繕

草加市中根二丁目３８番
２４号中根浄水場

H26.10.6 H28.2.27 12,927,600

H26.9.24 一般競争
綾瀬川左岸遊歩道整備工
事及び綾瀬川遊歩道照明
整備工事

草加市　新栄町、長栄町
地内

H26.9.26 H27.3.16

10,856,160

H26.9.19 一般競争
公共雨水管渠築造工事（毛
長川左岸第８排水区枝線）
２６－４

草加市　両新田西町　地
内

H26.9.24 H27.3.3 42,660,000

H26.9.19 一般競争
ふれあい小路整備工事（Ｂ
-１９３号水路）

草加市栄町二丁目地内 H26.9.19 H27.1.19

5,562,000

H26.9.18 一般競争
清門児童遊園施設撤去等
工事・清門西公園建設工事

草加市清門町地内 H26.9.24 H27.3.25 47,304,000

H26.9.18 一般競争
改良事業第２２号配水管切
回し工事

草加市両新田西町地内 H26.9.22 H26.12.1

23,997,600

H26.9.18 一般競争 橋りょう補修工事（矢立橋）
草加市　松江二丁目、神
明二丁目　地内

H26.9.22 H27.3.25 118,800,000

H26.9.17 一般競争
道路改良工事（市道４０２７
９号線）

草加市瀬崎七丁目地内 H26.9.19 H27.2.16

H26.9.17 H26.9.17 H26.12.8一般競争 公共下水道管渠更生工事 草加市吉町三丁目地内 2,592,000


