
草加市工事入札結果　　平成２７年度分（平成２７年１１月、１２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

有限会社新井建設 辞退
大土建工業株式会社
ナガヤス工業株式会社 落札
株式会社埼玉車輌 辞退
草加建設株式会社 辞退
株式会社誠環
長栄建設工業株式会社
株式会社三成建設
大一工業株式会社 辞退
株式会社葉月建設
株式会社イワナガ
有限会社斉藤造園工事 落札
有限会社光樹園
株式会社二木造園土木
有限会社北谷造園
株式会社誠環 辞退
有限会社祝設備工業所
大一工業株式会社
株式会社葉月建設 落札
草加建設株式会社 落札
株式会社大翔建設 失格
ユーディケー・白石特定建設工事共同企業体
埼玉車輌・誠環特定建設工事共同企業体
斉藤興業・大一工業特定建設工事共同企業体
富士・大熊特定建設工事共同企業体
ムサシ・新井特定建設工事共同企業体
三ツ和・大翔特定建設工事共同企業体 落札
有限会社立花建設工業
長栄建設工業株式会社
富士建設工業株式会社 失格
株式会社誠環 失格
株式会社斉藤興業 辞退
大一工業株式会社 辞退
株式会社三成建設
株式会社埼玉車輌 落札
大同機工株式会社 落札
吉田工機株式会社
日本自動機工株式会社
ナガヤス工業株式会社
大土建工業株式会社 落札
長栄建設工業株式会社
株式会社誠環
株式会社三成建設

H27.11.25 一般競争 避難誘導施設整備工事 草加市谷塚町、谷塚仲町、谷塚上町地内 H27.11.30 H28.3.18 31,320,000 円 有限会社高橋電気 落札
会田塗装株式会社 落札
有限会社小林建装 失格
株式会社松草
大一工業株式会社
有限会社美松建設工業 失格
ナガヤス工業株式会社 落札
株式会社葉月建設
株式会社誠環
有限会社美松建設工業 辞退
有限会社新井建設 落札

H27.12.3 一般競争 道路施設修繕（２７－３４） 草加市金明町地内（市道１００７号線） H27.12.3 H28.2.12

H27.12.2 一般競争 公共下水道人孔浮上防止工事（２７―３） 草加市　瀬崎五丁目　地内　ほか H27.12.2 H28.3.31 11,880,000 円

H27.11.25 一般競争 両新田小学校プール塗装改修工事 草加市両新田西町５５番地 H27.11.26 H28.2.23

H27.11.18 一般競争 新田駅東口地区区画街路築造工事（区６－８号線） 草加市金明町地内 H27.11.19 H28.3.31

H27.11.17 一般競争 排水施設改修工事（Ｃ－１３３号水路） 草加市　花栗四丁目　地内 H27.11.18 H28.3.18

H27.11.17 一般競争 旧青柳消防宿舎解体工事 草加市青柳六丁目１７番３９号 H27.11.19 H28.3.2

草加市北谷一丁目、二丁目地内 H27.11.19 H28.3.25

H27.11.12 一般競争 吉町浄水場庁舎解体工事 草加市吉町四丁目１０番４５号　吉町浄水場 H27.12.16 H29.2.28 326,160,000 円

44,159,040 円

15,660,000 円

18,252,000 円

19,008,000 円

24,300,000 円

13,500,000 円

6,577,200 円

4,428,000 円

H27.11.9 一般競争 八幡中公園建設工事 草加市八幡町地内 H27.11.10 H28.3.31 40,305,600 円

改良事業第１３号　水管橋添架替工事

H27.11.6 一般競争 新田駅西口地区新田駅前旭町線街路築造工事（２７－１） 草加市金明町地内 H27.11.10 H28.3.31

H27.11.9 一般競争 公共下水道人孔蓋修繕（２７－１６） 草加市瀬崎一丁目　地内　ほか H27.11.11 H28.3.9

H27.11.11 一般競争



扶桑工業株式会社
道路開発株式会社 落札
ライン企画工業株式会社
埼北産業株式会社
交通産業株式会社
株式会社アイシン
交通工業株式会社
株式会社ベルテックガイア
埼玉永盛工業株式会社
株式会社富国ライナー
株式会社三精エンジニアリング
株式会社松村電機製作所 落札
株式会社橋田舞台設備 辞退
ナガヤス工業株式会社 辞退
株式会社三成建設 辞退
有限会社新井建設
株式会社誠環 落札
有限会社高橋電気
株式会社サトウ電機 落札
株式会社篠宮工務店
株式会社三成建設
株式会社小櫃建設 不落随契
株式会社大熊建設
荏原商事株式会社
株式会社第一テクノ 落札
株式会社大翔建設 落札
株式会社埼玉車輌
ムサシ建設工業株式会社
株式会社三成建設 辞退
株式会社誠環 辞退
株式会社三成建設 辞退
大一工業株式会社 辞退
株式会社誠環 落札
株式会社葉月建設 失格
株式会社三成建設 落札
株式会社葉月建設
株式会社誠環 辞退
有限会社新井建設 辞退
株式会社三成建設 辞退
株式会社埼玉車輌
株式会社大熊建設 落札
有限会社新井建設 辞退
株式会社誠環 辞退
株式会社三成建設
長栄建設工業株式会社 落札
株式会社葉月建設 辞退
株式会社セントラル設備 失格
株式会社誠環 辞退
株式会社三成建設 不落随契
ナガヤス工業株式会社
有限会社北谷造園
株式会社イワナガ
株式会社ライフグリーン
株式会社二木造園土木 落札
株式会社三成建設 落札
株式会社大熊建設
ナガヤス工業株式会社 落札
株式会社三成建設 辞退
長栄建設工業株式会社 辞退
笹沼建設株式会社
株式会社高橋工務店 落札
株式会社大熊建設

H27.12.28 4,503,600 円H28.3.31H27.12.28草加市花栗四丁目１６４９番　外２筆バス関連施設整備工事一般競争

H27.12.21

21,060,000 円H28.3.31H27.12.25草加市　金明町　地内新田駅西口地区区画街路築造工事（２７―２）一般競争H27.12.24

8,370,000 円H28.3.31H27.12.21草加市西町地内西町南公園トイレ設置等工事一般競争

20,304,000 円

H27.12.21 一般競争 公園施設改修工事（稲荷下根公園ほか） 草加市稲荷三丁目２３番１ほか H27.12.21 H28.3.31 7,776,000 円

H27.12.21 一般競争 第四駐車場整備工事 草加市高砂一丁目８７番１ H27.12.25 H28.3.30

6,415,200 円

H27.12.21 一般競争 道路施設工事（市道２０３８３号線） 草加市　中根二丁目、中根三丁目　地内 H27.12.22 H28.3.31 7,344,000 円

H27.12.18 一般競争 機関車修繕（氷川中公園） 草加市　氷川町　地内 H27.12.18 H28.3.31

7,678,800 円

H27.12.16 一般競争 道路施設工事（市道１１３５２号線） 草加市　旭町三丁目　地内 H27.12.17 H28.3.31 12,150,000 円

H27.12.15 一般競争 ３・４・８谷塚松原線街路築造工事（付帯工事） 草加市　谷塚二丁目　地内 H27.12.16 H28.3.31

H27.12.15 一般競争 草加市役所第二庁舎外構工事 草加市中央一丁目１０２番５ H27.12.16 H28.3.30

H27.12.10 一般競争 公共下水道マンホールポンプ修繕（２７－２４） 草加市内（マンホールポンプ場４８箇所） H27.12.11 H28.3.31

H27.12.9 一般競争 氷川第２児童遊園トイレ設置等工事 草加市氷川町地内 H27.12.18 H28.3.31

H27.12.8 一般競争 そうか公園テニスコート夜間照明修繕 草加市柿木町２７２番地１ H27.12.9 H28.3.31

H27.12.8 一般競争 中央公民館駐車場整備工事 草加市住吉二丁目９番１号 H27.12.10 H28.3.15 10,692,000 円

H27.12.4 一般競争 中央公民館ホール舞台機構吊物設備更新工事 草加市住吉二丁目９番１号 H27.12.21 H28.3.10

H27.12.4 一般競争 交通安全施設整備工事（ゾーン３０） 草加市青柳七丁目地内 H27.12.18 H28.3.16 5,918,400 円

7,657,200 円

18,252,000 円

16,524,000 円

7,020,000 円

13,197,600 円


