
草加市工事入札結果　　平成２７年度分（平成２8年１月～３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（円） 業者名 結果

有限会社植誠 落札
有限会社松波園
有限会社光樹園
笹沼建設株式会社 落札
株式会社高橋工務店
株式会社彩光建設
株式会社大熊建設
ムサシ建設工業株式会社 辞退
ナガヤス工業株式会社 落札
株式会社誠環
株式会社葉月建設 辞退
東武電設株式会社 落札
有限会社高橋電気
株式会社ケイワイテック
株式会社葉月建設 落札
株式会社誠環
有限会社大和工務店 不落随契
株式会社大熊建設
笹沼建設株式会社

H28.2.23 一般競争 公共下水道人孔蓋修繕（27-29）
草加市松江三丁目地
内ほか

H28.2.24 H28.3.31 2,646,000株式会社誠環 落札

大同機工株式会社 落札
吉田工機株式会社
ムサシ建設工業株式会社 落札
笹沼建設株式会社
株式会社大熊建設 途中辞退
株式会社葉月建設 失格
株式会社誠環 落札
有限会社新井建設
株式会社誠環 一抜け
株式会社葉月建設
有限会社新井建設 落札
草加建設株式会社 失格
井坂興業株式会社
有限会社渡辺建設工業 落札
有限会社立花建設工業 辞退
株式会社井戸梅
大土建工業株式会社
株式会社はじめ工業 失格
草加建設株式会社 失格
井坂興業株式会社
有限会社渡辺建設工業 一抜け
有限会社立花建設工業
株式会社井戸梅 落札
大土建工業株式会社
草加建設株式会社 落札
井坂興業株式会社
有限会社渡辺建設工業 辞退
大土建工業株式会社
株式会社はじめ工業 失格
株式会社大翔建設
草加建設株式会社 一抜け
井坂興業株式会社
大土建工業株式会社
株式会社はじめ工業 落札
株式会社大翔建設
有限会社大和工務店 落札
ムサシ建設工業株式会社
富士建設工業株式会社
株式会社大熊建設
株式会社高橋工務店
株式会社高橋工務店 落札
株式会社大熊建設
ムサシ建設工業株式会社
株式会社高橋工務店 落札
ムサシ建設工業株式会社
株式会社大熊建設
株式会社三成建設 失格
大一工業株式会社
長栄建設工業株式会社
新日本建設工業株式会社
株式会社埼玉車輌 失格
ナガヤス工業株式会社 辞退
株式会社小林設備 失格
株式会社斉藤興業 落札
株式会社三成建設 失格
大一工業株式会社 失格
長栄建設工業株式会社 辞退
新日本建設工業株式会社
株式会社埼玉車輌 落札
ナガヤス工業株式会社 辞退
株式会社小林設備
株式会社斉藤興業 一抜け
株式会社三成建設
大一工業株式会社
長栄建設工業株式会社
新日本建設工業株式会社
株式会社埼玉車輌 辞退
ナガヤス工業株式会社 辞退
株式会社小林設備 辞退
株式会社岩渕産業 落札
株式会社斉藤興業 辞退

5,940,000

H28.1.12 一般競争 消防本部庁舎改修工事
草加市神明二丁目２
番２号

H28.1.12 H28.3.29 5,400,000

H28.1.12 一般競争 草加市役所第二庁舎植栽工事
草加市中央一丁目１０
２番５

H28.1.12 H28.3.30

2,160,000H28.2.19 一般競争 水路施設修繕（２７－１４）
草加市住吉一丁目地
内（Ｃ－１９５号水路）

H28.2.22 H28.3.31

3,000,024

H28.1.26 一般競争 温水プール高圧電源切替工事
草加市柿木町１６３番
地１

H28.1.27 H28.3.31 1,836,000

H28.1.25 一般競争 水路施設工事（２７-０７）
草加市　苗塚町　地内
（Ｄ-１１５号水路）

H28.1.25 H28.3.31

35,640,000

2,008,800H28.2.23 一般競争
草加市立瀬崎コミュニティセンター屋
根漏水修繕

草加市瀬崎六丁目６
番２２号

H28.2.24 H28.3.25

H28.3.7 一般競争
排水施設改修工事（Ｂ－１８９号水路
ほか）

草加市 栄町一丁目 地
内

H28.3.9 H28.8.8

4,914,000

H28.3.9 一般競争
道路改良工事（市道１０１９、１０４６号
線）

草加市 神明一丁目、
神明二丁目 地内

H28.3.11 H28.7.29 21,060,000

H28.3.8 一般競争 第二庁舎パーティション設置工事
草加市中央一丁目１０
２番５号

H28.3.8 H28.4.15

15,876,000

H28.3.9 H28.3.11 H28.8.8一般競争
舗装新設及び道路改良工事（市道１０
４０５、１０４０６号線）及び保育園建替
関連道路工事

草加市　松原五丁目
地内

26,460,000

H28.3.9 一般競争 排水路整備工事（Ａ－１８７号水路） 草加市　新善町　地内 H28.3.9 H28.7.27

23,004,000

H28.3.14 一般競争 改良事業第６号　配水管布設替工事
草加市瀬崎三丁目地
内

H28.3.23 H28.7.20 26,987,040

H28.3.9 一般競争 排水路整備工事（Ｆ-０７-１号水路）
草加市　松江六丁目
地内

H28.3.11 H28.8.8

27,000,000

H28.3.14 一般競争
仮庁舎（ＮＴＴビル）パーティション等改
修工事

草加市高砂一丁目７
番３６号

H28.3.15 H28.5.13 1,283,040

H28.3.14 一般競争 改良事業第２号　配水管布設替工事
草加市中央一・二丁目
地内

H28.3.22 H28.8.18

1,965,600

H28.3.15 一般競争 第二庁舎管理扉等設置工事
草加市中央一丁目１０
２番５

H28.3.16 H28.5.20 1,598,400

H28.3.15 一般競争 草加市役所議場設備移設工事
草加市中央一丁目１
番８号、他

H28.3.16 H28.4.25

52,002,000

H28.3.16 一般競争 改良事業第１号　配水管布設替工事
草加市吉町一丁目地
内

H28.3.23 H28.7.20 39,839,040

H28.3.16 一般競争 改良事業第５号　配水管布設替工事
草加市松原二丁目、三
丁目地内

H28.3.23 H28.9.20

31,050,000H28.3.16 H28.3.22 H28.8.1一般競争
道路改良工事（市道２０３７、４０２０３
号線）

草加市　吉町一丁目、
吉町二丁目、手代町
地内



株式会社三成建設 失格
大一工業株式会社
長栄建設工業株式会社
新日本建設工業株式会社
株式会社埼玉車輌 落札
ナガヤス工業株式会社 辞退
株式会社小林設備
株式会社斉藤興業 失格
株式会社三成建設 失格
大一工業株式会社 失格
長栄建設工業株式会社 落札
新日本建設工業株式会社 失格
株式会社埼玉車輌 一抜け
ナガヤス工業株式会社 辞退
株式会社小林設備
株式会社斉藤興業
新日本・誠環特定建設工事共同企業体 失格
長栄・雅特定建設工事共同企業体 落札
斉藤興業・大一工業特定建設工事共同企業体
岩渕・第一特定建設工事共同企業体
埼玉・草加特定建設工事共同企業体 失格
三成・井坂特定建設工事共同企業体 失格
株式会社誠環 失格
株式会社葉月建設 失格
株式会社セントラル設備 落札
有限会社渡辺建設工業
大土建工業株式会社
有限会社祝設備工業所

H28.3.18 一般競争 改良事業第４号　配水管布設替工事
草加市松原一丁目、二
丁目地内

H28.3.25 H28.10.20 63,351,720

20,063,160H28.3.25 一般競争 道路改良工事（市道３０１１１号線）
草加市　草加一丁目
地内

H28.3.29 H28.7.7

58,212,000

H28.3.22 一般競争 排水路整備工事（Ｂ－１８０号水路）
草加市　松原二丁目
地内

H28.3.23 H28.11.28 122,364,000

H28.3.18 一般競争 改良事業第３号　配水管布設替工事
草加市松原三丁目、四
丁目地内

H28.3.25 H28.9.20


