
草加市設計・調査・測量業種　　入札結果（平成２７年４月～６月分）

※入札が複数回行われた案件については、最終回の結果を記載しております。

（株）東埼測量設計 1,944,000 契約

（有）協立設計事務所

セントラル測量設計（株）

(株)旭測量設計　草加支店 950,400 契約

(株)東埼測量設計

(株)本州　草加支店

（有）造建築設計事務所 3,780,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所

（株）フケタ設計　さいたま事務所 7,344,000 契約

（株）井上建築工学設計事務所

（株）カトウ建築事務所　埼玉事務所

（株）綜企画設計　埼玉支店

（株）平安設計　埼玉支店

（株）ユニヴァサル設計　埼玉事務所

（株）大誠建築設計事務所　埼玉事務所

（株）地域環境総合計画研究所

（株）松下設計

（株）土屋建築研究所　埼玉支所

（株）牛島建築設計事務所

（株）桂設計　さいたま事務所

（株）高梨建築設計事務所

（株）コプラン設計事務所

（株）高岡建築設計事務所

高橋設計（株）

（株）あい設計　埼玉支社

（有）造建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所

（株）ユニ・アート設計事務所

（有）竹内建築設計事務所

東武建築企画（株）

（株）舞総合設計

（株）タック

（株）アライ設計

（株）新日本設計

キムラ環境調査 961,200 契約

（株）東埼測量設計

小島測量・土地家屋調査士事務所

石田測量建築設計事務所

吉田測量（有）

セントラル測量設計（株） 972,000 契約

（株）東埼測量設計

（株）本州　草加支店

（株）キミコン　埼玉営業所

松田建築設計事務所 680,400 契約

（有）フジサワプラン

（株）東埼測量設計

（株）首都圏不動産鑑定所

セントラル測量設計（株） 529,200 契約

（株）丸山測量設計事務所

荻原建築設計測量事務所

吉田測量（有）

（有）地盤計画 637,200 契約

（株）土質基礎コンサルタンツ　埼玉支店

京葉シビルエンジニアリング（株）　埼玉営業所

千葉エンジニアリング（株）　北関東支店

中央開発（株）　関東支店

（株）アースリサーチ　南埼玉営業所

（株）東京ソイルリサーチ　北関東営業所

（株）アクアテルス

（株）アーバンソイルリサーチ

（株）ダイヤコンサルタント　関東支社

（株）キミコン　埼玉営業所

新都市設計（株）

（株）高梨建築設計事務所 4,212,000 契約

（有）造建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所

（株）東埼測量設計 75,600 契約

セントラル測量設計（株）

吉田測量（有）

（有）勝建築設計事務所 7,236,000 契約

（有）造建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所

（有）造建築設計事務所 6,242,400 契約

（有）勝建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所
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履行場所契約方法 契約入札日 契約日 契約終了日 業者名 契約額件名
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一般競争入札 道路詳細設計業務委託及び測量作業委託（市道１０２２号線）

一般競争入札 きたや保育園建設工事基本・実施設計業務委託

一般競争入札

一般競争入札 やつかかみ保育園耐震補強等工事設計業務委託

H27.5.14

H27.5.18

H27.5.18

草加市松原五丁目１５７１番地１、１５７２番１

一般競争入札 測量作業委託及び道路調査委託（市道２０４７号線） 草加市遊馬町地内

一般競争入札 道路詳細設計業務委託（市道２０４７７、２０８２４号線） 草加市中根三丁目地内

物件調査委託(谷塚松原線(草加区間)その１)

草加市小山一丁目、小山二丁目地内

一般競争入札 道路詳細設計業務委託（市道３１１６５号線） 草加市谷塚町地内

一般競争入札 （仮称）上下水道部防災倉庫建設工事設計業務委託 草加市氷川町２１０４番地１２

草加市新里町１０１５番２、１０１６番

一般競争入札 都市計画道路等幅杭設置業務委託（単価契約） 草加市全域

一般競争入札 仮設園舎（旧谷塚西公民館）改修工事監理業務委託

草加市谷塚上町２１９番地１

草加市草加二丁目地内

一般競争入札 測量作業委託（D-166号水路） 草加市西町、谷塚町地内

一般競争入札 きたや保育園地質調査業務委託 草加市松原五丁目１５７１番地１、１５７２番１

一般競争入札 しんぜん保育園耐震補強等工事設計業務委託 草加市新善町４３３番地４



履行場所契約方法 契約入札日 契約日 契約終了日 業者名 契約額件名

（株）日本水工コンサルタント 草加営業所 8,856,000 契約

共和コンサルタント（株） 草加営業所

（株）旭測量設計 草加支店

（株）キミコン 埼玉営業所

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 埼玉支店

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 埼玉支店 9,180,000 契約

（株）旭測量設計 草加支店

（株）日本水工コンサルタント 草加営業所

（株）キミコン 埼玉営業所

共和コンサルタント（株） 草加営業所

共和コンサルタント（株） 草加営業所 6,048,000 契約

（株）日本水工コンサルタント 草加営業所

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 埼玉支店

（株）旭測量設計 草加支店

（株）キミコン 埼玉営業所

（株）高梨建築設計事務所 2,538,000 契約

（有）造建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所

（有）造建築設計事務所 2,700,000 契約

（有）勝建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所 2,592,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）造建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所 3,132,000 契約

（有）勝建築設計事務所

（有）造建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所 3,132,000 契約

（有）造建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所

（有）造建築設計事務所 3,088,800 契約

（有）勝建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所

セントラル測量設計（株） 4,212,000

（株）東埼測量設計

（株）キミコン　埼玉営業所

（株）首都圏不動産鑑定所 1,188,000 契約

松田建築設計事務所

（有）フジサワプラン

（株）東埼測量設計

石田測量建築設計業務委託 453,600 契約

松田建築設計事務所

キムラ環境調査

（有）フジサワプラン

三井共同建設コンサルタント（株）北関東事務所 4,449,600 契約

（株）建設技術研究所　関東事務所

パシフィックコンサルタンツ（株）　埼玉事務所

（株）日水コン　埼玉事務所

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 埼玉支店

（株）東京設計事務所　関東事務所

パシフィックコンサルタンツ（株）　埼玉事務所 5,184,000 契約

（株）東京設計事務所　関東事務所

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 埼玉支店

（株）日水コン　埼玉事務所

（株）東洋設計事務所　埼玉出張所 14,569,200 契約

（株）環境技研コンサルタント　埼玉事務所

（株）利根設計事務所　埼玉営業所

パシフィックコンサルタンツ（株）　埼玉事務所

（株）日水コン　埼玉事務所

東亜測地（株） 失格

日南技術（株） 918,000 契約

日本測地設計（株）埼玉支店

（株）本州　草加支店

（有）フジサワプラン

（株）オーガニック国土計画

（株）礎積算　草加支店

（株）アタル開発

（株）ソレイユ

（有）勝建築設計事務所 3,348,000 契約

（有）造建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所 2,916,000 契約

（有）造建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所

（有）造建築設計事務所 2,916,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所

（株）本州　草加支店 1,317,600 契約

（株）東埼測量設計

（株）旭測量設計　草加支店

（株）土屋建築研究所　埼玉支所 2,484,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（株）舞総合設計
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一般競争入札 氷川小学校Ｂ棟（東側）トイレ改修工事実施設計業務委託
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H27.6.1

H27.6.1

H27.5.18

草加市瀬崎五丁目地内ほか一般競争入札 下水道管渠耐震化詳細設計業務委託（瀬崎中学校接続管）

草加市氷川町４４８番地

一般競争入札 八幡北小学校Ａ棟（東側）トイレ改修工事実施設計業務委託 草加市八幡町１１４８番地

一般競争入札 下水道管渠耐震化詳細設計業務委託（新田中学校接続管） 草加市長栄一丁目地内ほか

一般競争入札 下水道管渠耐震化詳細設計業務委託（高砂小学校接続管） 草加市中央一丁目地内ほか

一般競争入札 ひかわ保育園耐震診断業務委託 草加市氷川町１８０３番地

一般競争入札 せざき保育園耐震診断業務委託 草加市瀬崎五丁目３５番１０号

長栄小学校Ａ棟（東側）トイレ改修工事実施設計業務委託 草加市長栄一丁目６２番地

一般競争入札 にしまち保育園耐震診断業務委託 草加市西町４４２番地

一般競争入札

一般競争入札 事後調査委託（道路改良工事（市道２０２４１号線）） 草加市青柳七丁目地内

一般競争入札 松原排水機場長寿命化計画委託 草加市松原三丁目地内

一般競争入札
道路冠水表示板設置設計業務委託及び測量作業委託（市道２０７２・３

０６３６号線）
草加市谷塚町、谷塚一・二丁目地内

一般競争入札 物件調査委託（谷塚松原線（草加区間）その２） 草加市草加二丁目地内

一般競争入札 新田駅東口地区物件調査積算業務委託（その１） 草加市金明町地内

一般競争入札 新栄小学校Ａ棟（東側）トイレ改修工事監理業務委託 草加市新栄四丁目９５９番地

一般競争入札 松江第１排水機場長寿命化計画策定及び実施設計修正委託 草加市松江五丁目地内

一般競争入札 吉町浄水場第２配水池建設工事設計業務委託 草加市吉町四丁目１０番４５号

一般競争入札 道路詳細設計業務委託及び測量作業委託(市道１１３５２号線) 草加市旭町三丁目地内

一般競争入札 草加市文化会館エレベータ等調査業務委託
草加市松江一丁目１番５号　草加市文化会

館

一般競争入札 稲荷小学校Ａ棟（東側）トイレ改修工事監理業務委託 草加市稲荷五丁目１１番１号

一般競争入札 清門小学校Ａ棟（西側）トイレ改修工事監理業務委託 草加市清門三丁目３７番地１


