
草加市設計・調査・測量業種　　入札結果（平成２７年７月～９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。

パシフィックコンサルタンツ（株）　埼玉事務所 3,218,400 契約

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 埼玉支店

（株）極東技工コンサルタント　埼玉事務所

（株）NJS 関東事務所

（株）日新技術コンサルタント　埼玉出張所

（株）東京設計事務所　関東事務所

（有）フジサワプラン 4,428,000 契約

松田建築設計事務所

（株）東埼測量設計

（株）首都圏不動産鑑定所

松田建築設計事務所 1,674,000 契約

（有）フジサワプラン

（株）首都圏不動産鑑定所

（株）東埼測量設計

石田測量建築設計事務所 753,840 契約

松田建築設計事務所

（有）フジサワプラン

（株）キミコン　埼玉営業所 3,348,000 契約

（株）日本水工コンサルタント　草加営業所

共和コンサルタント（株） 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）建設環境研究所 8,402,400 契約

（株）八州　北関東支社

共和コンサルタント（株） 草加営業所

（株）建設技術研究所　関東事務所

サンコーコンサルタント(株)　北関東支店 6,480,000 契約

日本工営(株)　北関東事務所

(株)環境・グリーンエンジニア　埼玉事務所

（株）乃村工藝社 5,605,200 契約

（株）トータルメディア開発研究所

（株）首都圏不動産鑑定所 1,782,000 契約

（有）フジサワプラン

（株）東埼測量設計

（株）総合環境計画　北関東事務所 3,132,000 契約

（株）協和コンサルタンツ　関東営業所

サンコーコンサルタント(株)　北関東支店

（株）環境・グリーンエンジニア　埼玉事務所

（株）建設技術研究所　関東事務所

（株）ＬＡＵ公共施設研究所

（株）ニュージェック　埼玉事務所

（株）ライフ計画事務所

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング　埼玉支店 7,776,000 契約

共和コンサルタント（株）　草加営業所

（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

（株）旭測量設計　草加支店

（株）アーバンデザインコンサルタント　埼玉事務所 失格

（株）ニュージェック　埼玉事務所 失格

（株）プレック研究所 6,372,000 契約

（株）景観設計・東京

（株）森緑地設計事務所　埼玉事務所

（株）地域計画建築研究所　東京事務所

H27.9.4 一般競争入札 都市基盤整備公団樋管実態調査業務委託 草加市栄町三丁目地内 1回目 H27.9.7 H27.12.25 管清工業（株）　北関東営業所 3,985,200 契約

セントラル測量設計（株） 799,200 契約

（有）協立設計事務所

吉田測量（有）

石田測量建築設計事務所

オギハラ測量設計（有）

（株）東埼測量設計

一般競争入札 測量作業委託（D-154号水路） 草加市西町地内 1回目 H27.8.25 H27.11.13

一般競争入札
国指定名勝「おくのほそ道の風景地　草加
松原」保存活用計画策定支援業務委託

草加市松原遊歩道ほか 1回目 H27.8.24 H28.3.31

一般競争入札
外環側水路流域における流量調査解析業
務委託

草加市旭町一・六丁目・中根
一丁目地内

1回目 H27.8.18 H28.1.14

一般競争入札 「草加市緑の基本計画」改定業務委託 草加市全域 1回目 H27.8.25 H28.3.31

一般競争入札 新田駅西口地区物件調査積算委託 草加市金明町地内 1回目 H27.8.20 H28.1.29

一般競争入札
草加市立歴史民俗資料館整備計画策定業
務委託

草加市立歴史民俗資料館 1回目 H27.8.6 H28.2.29

一般競争入札 松保全管理計画策定業務委託 草加松原公園 1回目 H27.7.28 H28.3.31

草加市青柳六丁目地内 1回目 H27.7.13 H27.10.13

一般競争入札
松原団地駅西側地域整備方針等検討業務
委託

草加市松原一丁目～四丁目
地内

1回目 H27.7.30 H28.3.22

草加市栄町二丁目地内 1回目 H27.7.17 H27.9.14

一般競争入札
排水路整備工事（F-515号水路）に伴う実
施設計業務委託

草加市松江三丁目地内 2回目 H27.7.17 H28.2.29

一般競争入札 横手堀ポンプ場耐震診断業務委託

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２）

一般競争入札
排水路整備工事（B-193号水路）及びふれ
あい小路整備工事（B-193号水路）に伴う
事前調査委託

H27.8.4

H27.8.18

H27.8.18

H27.8.18

H27.8.18

H27.8.25

H27.7.7

H27.7.13

H27.7.16

H27.7.16

H27.7.28

H27.7.24

契約日 契約終了日 業者名 契約額 契約

H27.7.6 草加市谷塚上町地内 1回目 H27.7.8 H27.10.5

入札日 契約方法 件名 履行場所 入札回数

草加市金明町地内 1回目 H27.7.8 H28.3.31

一般競争入札
旧青柳消防宿舎解体工事に伴う環境（事
前）調査業務委託



契約日 契約終了日 業者名 契約額 契約入札日 契約方法 件名 履行場所 入札回数

（有）フジサワプラン 486,000 契約

松田建築設計事務所

石田測量建築設計事務所

（株）東埼測量設計 734,400 契約

松田建築設計事務所

（有）フジサワプラン

（有）フジサワプラン 1,566,000 契約

（株）東埼測量設計

松田建築設計事務所

（株）パスコ　さいたま支店 23,922,000 契約

朝日航洋（株）　埼玉支店

オリジナル設計（株）　埼玉事務所

（株）東埼測量設計 2,916,000 契約

（株）本州　草加支店

セントラル測量設計（株）

（株）南建設　さいたま支店 失格

アジア航測　（株）埼玉支店 21,060,000 契約

（株）大輝　埼玉支店

（株）水工技建コンサルタント 7,106,400 契約

太平洋航業（株）　越谷支店

（株）東洋コンサルタント　埼玉支店

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント　埼玉営業所

シーエスコンサルタント（株）

共和コンサルタント（株） 草加営業所

（株）新日本エグザ　さいたま支店

京葉シビルエンジニアリング（株）　埼玉営業所

（株）東朋エンジニアリング　川口営業所

（有）勝建築設計事務所 3,677,400 契約

（有）造建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所

（株）旭測量設計　草加支店 3,996,000 契約

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング　埼玉支店

（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

（株）日本水工コンサルタント　草加営業所

（株）旭測量設計　草加支店 3,564,000 契約

（株）東埼測量設計

（株）本州　草加支店

（株）丸山測量設計事務所

竹村設計（有）

昭栄測量（株）　草加支店

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング　埼玉支店

H27.9.15 一般競争入札
やなぎしま保育園耐震補強等工事監理業
務委託

草加市柳島町１３０番地 ※随意契約 H27.10.5
工事完成引
渡日まで

※やなぎしま保育園耐震補強等工事監理業務委託につきましては、３回入札を行いましたが、予定価格に達しなかったため、随意契約に移行しました。

一般競争入札 設計事前調査業務委託（その２）
草加市吉町一丁目地内他４

箇所
1回目 H27.9.17 H27.12.25

一般競争入札
実施設計業務委託（公共雨水管渠築造工
事（古綾瀬川左岸第１６排水区上根幹線））

草加市稲荷四・五丁目地内 1回目 H27.9.17 H28.3.31

一般競争入札
実施設計業務委託（公共雨水管渠築造工
事（伝右川左岸第11排水区））

草加市松原三丁目地内 1回目 H27.9.16 H28.3.31

一般競争入札 ３級基準点改測業務委託 草加市氷川町地内他 1回目 H27.9.25 H28.3.31

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１０４０５号線、他３路線）

草加市松原五丁目地内 1回目 H27.9.17 H28.1.12

一般競争入札
草加市公共下水道事業中期経営方針等検
討業務委託

草加市内全域 1回目 H27.9.9 H28.3.31

一般競争入札
物件調査委託（谷塚松原線（草加区間）そ
の４）

草加市草加三丁目地内 1回目 H27.9.1 H27.10.30

一般競争入札
物件調査委託（谷塚松原線（草加区間）そ
の３）

草加市草加二丁目地内 1回目 H27.9.1 H27.10.23

一般競争入札
事前調査委託（排水路整備工事Ｄ-195号
水路）

草加市谷塚上町、谷塚仲町
地内

1回目 H27.8.31 H27.10.29

H27.9.14

H27.9.14

H27.8.31

H27.8.31

H27.8.31

H27.9.8

H27.9.14

H27.9.15

H27.9.15


