
草加市設計・調査・測量業種　入札結果（平成３０年７月～９月）

入札日 契約方法 件名 履行場所又は納入場所 入札回数 契約日 契約終了日 業者名 契約額 契約

（株）日新技術コンサルタント　埼玉出張所 6,156,000 契約

（株）エフウォーターマネジメント　埼玉出張
所

（株）新東京技研　さいたま営業所

冨洋設計（株）　さいたま営業所 辞退

日本調査（株）　埼玉支店 10,044,000 契約

（株）大輝　埼玉支店

京葉シビルエンジニアリング（株）　埼玉営業
所

日本データーサービス（株）　さいたま事務所

伸栄開発（株）　関東支所

（株）キミコン　埼玉営業所

（株）エース　埼玉営業所

（株）サンテックインターナショナル　北関東
支店

（株）高島テクノロジーセンター　埼玉営業所

（株）日本設計コンサルタント

（株）八州　北関東支社

（株）東建コンサルタント　埼玉支店

アイテックコンサルタント（株）　北関東支店

サンコーコンサルタント（株）　北関東支店

昭和（株）　埼玉支社 6,156,000 契約

日本測地設計（株）　埼玉支店

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

4,287,600 契約

日本技術サービス（株）　埼玉事務所

パシフィックコンサルタンツ（株）　埼玉事務
所

（株）日本エグザ　さいたま支店

（株）高梨建築設計事務所 6,912,000 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 6,631,200 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）造建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所 4,968,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）造建築設計事務所

アジア航測（株）　埼玉支店 14,688,000 契約

（株）新日本コンサルタント　埼玉営業所

日本測地設計（株）　埼玉支店

サンコーコンサルタント（株）　北関東支店

（株）復建エンジニヤリング　北関東事務所

埼玉測量設計（株）　東部営業所 辞退

京葉シビルエンジニアリング（株）　埼玉営業
所

失格

（株）東埼測量設計 4,093,200 契約

（株）本州　草加支店

埼玉測量設計（株）　東部営業所

（株）日本水工コンサルタント　草加営業所

（有）協立設計事務所 1,080,000 契約

（有）フジサワプラン

キムラ環境調査

石田測量建築設計事務所

キムラ環境調査 1,080,000 契約

（有）フジサワプラン

（有）協立設計事務所

竹村設計（有） 1,857,600 契約

測地開発（株）

東都リサーチ（株）

石田測量建築設計事務所

（株）東埼測量設計

埼玉測量設計（株）　東部営業所 6,264,000 契約

（株）東埼測量設計

（株）本州　草加支店

（株）日本水工コンサルタント　草加営業所

（株）アイ・ディー・エー　埼玉営業所 3,510,000 契約

中央開発（株）　関東支店

（株）オリンピアコンサルタント　埼玉営業所

アイテックコンサルタント（株）　北関東支店

（株）環境・グリーンエンジニア　埼玉事務所 2,354,400 契約

（株）景観設計・東京

（株）総合設計研究所

（株）森緑地設計事務所　埼玉事務所

（株）緑の風景計画

（株）セリオス　埼玉事務所

（株）あい造園設計事務所　埼玉事務所

（株）東京ランドスケープ研究所　埼玉事務
所

中央開発（株）　関東支店

サンコーコンサルタント（株）　北関東支店

H30.7.2 一般競争入札 橋りょう定期点検(伝右公園橋他)業務委託 草加市内全域 1回目 H30.7.9 H30.1.31

H31.3.29H30.8.6 一般競争入札 （仮称）清門中央公園改修工事基本設計・実施設計業務委託 草加市清門二丁目地内 1回目 H30.8.8

H31.3.15

H30.8.3 一般競争入札 水路調査業務委託（Ａ－０３、Ｂ－１８８号水路）
草加市新善町、旭町五丁目、
栄町二丁目、栄町三丁目地内

1回目 H30.8.7 H30.10.16

H30.8.3 一般競争入札
道路詳細設計業務委託（市道30652、30647号線）及び実施設計業
務委託（中井堀川第1排水区）

草加市谷塚一丁目地内 1回目 H30.8.8

H30.10.15

H30.8.1 一般競争入札 公園広場用地（原町三丁目）測量等業務委託 草加市原町三丁目地内 1回目 H30.8.2 H30.10.31

H30.7.25 一般競争入札 事前調査委託（排水路整備工事（F-295号水路）） 草加市青柳六丁目地内 1回目 H30.7.26

H31.3.29

H30.7.23 一般競争入札 事前調査委託（排水路整備工事（F-515号水路）2工区） 草加市松江三丁目地内 1回目 H30.7.26 H30.10.15

H30.7.23 一般競争入札 道路詳細設計業務委託（市道30153号線他） 
草加市高砂一丁目、二丁目地
内

1回目 H30.7.24

H30.12.10

H30.7.13 一般競争入札 草加駅東口駅前広場実施設計業務委託 草加市高砂二丁目地内 1回目 H30.7.27 H31.3.29

H30.7.9 一般競争入札 花栗町教職員住宅解体工事設計業務委託
草加市花栗町三丁目２２番７
号

不落随契 H30.7.11

H31.1.15

H30.7.11 一般競争入札 草加・栄・谷塚中学校トイレ改修工事実施設計業務委託

草加市氷川町２１７９番地４
（草加中学校）、草加市松原三
丁目３番１号（栄中学校）、草
加市谷塚上町６２番地（谷塚
中学校）

1回目 H30.7.17 H31.1.15

H30.7.11 一般競争入札 両新田・小山・青柳・氷川小学校トイレ改修工事実施設計業務委託

草加市両新田西町５５番地
（両新田小学校）、草加市小山
二丁目８番１号（小山小学
校）、草加市青柳三丁目１７番
１号（青柳小学校）、草加市氷
川町４４８番地（氷川小学校）

不落随契 H30.7.17

H30.3.29

H30.7.9 一般競争入札 排水施設改修実施設計業務委託（栄町一丁目高架下ゲートポンプ） 草加市栄町一丁目地内 1回目 H30.7.9 H31.1.7

H30.7.9 一般競争入札 新田駅東口地区事業推進業務委託 草加市金明町地内 1回目 H30.7.10

H30.7.4 一般競争入札 配水管φ150mm推進設計業務委託
草加市北谷一丁目、松原四丁
目地内

1回目 H30.7.11 H31.2.15

※入札が複数回行った案件については、最終回の結果を記載しております。



入札日 契約方法 件名 履行場所又は納入場所 入札回数 契約日 契約終了日 業者名 契約額 契約

（株）礎積算 1,674,000 契約

（株）日本エグザ　さいたま支店

（有）造建築設計事務所 7,776,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所

（有）造建築設計事務所 3,672,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所

測地開発（株） 2,484,000 契約

（株）東埼測量設計

東都リサーチ（株）

（株）東埼測量設計 1,857,600 契約

（株）首都圏不動産鑑定所

（有）フジサワプラン

松田建築設計事務所

（株）東埼測量設計 3,888,000 契約

富士測地（株）　草加支店

（株）本州　草加支店

（株）日本水工コンサルタント　草加営業所

埼玉測量設計（株）　東部営業所

（株）環境・グリーンエンジニア　埼玉事務所 4,309,200 契約

（株）景観設計・東京

サンコーコンサルタント（株）　北関東支店 辞退

地中エンジニアリング（株） 3,780,000 契約

（株）キミコン　埼玉営業所 辞退

（株）高梨建築設計事務所 8,370,000 契約

（有）勝建築設計事務所

（有）造建築設計事務所

H30.8.22 一般競争入札 水管橋調査業務委託（その１） 草加市栄町一丁目地内ほか 1回目 H30.8.27 H30.12.25 基礎地盤コンサルタント（株）　北関東支店 5,940,000 契約

（株）本州　草加支店 3,650,400 契約

富士測地（株）　草加支店

（株）東埼測量設計

（株）日本水工コンサルタント　草加営業所

埼玉測量設計（株）　東部営業所

（株）旭測量設計　草加支店

有限会社地盤計画 907,200 契約

株式会社ゼネラルボーリング

株式会社アーバンソイルリサーチ

株式会社地域環境研究所

千葉エンジニアリング株式会社　北関東支
店

有限会社地質技研

株式会社アースリサーチ　南埼玉営業所

株式会社建設地盤　埼玉営業所

株式会社アクアテルス

サンコーコンサルタント株式会社　北関東支
店

H30.8.27 一般競争入札 横手堀ポンプ場耐震補強工事監理業務委託 草加市谷塚上町地内 1回目 H30.8.30
工事完成引渡日

まで
パシフィックコンサルタンツ（株）　埼玉事務
所

4,579,200 契約

（有）協立設計事務所 4,212,000 契約

竹村設計（有）

（株）丸山測量設計事務所

オギハラ測量設計（有）

東都リサーチ（株）

測地開発（株） 辞退

（株）首都圏不動産鑑定所 842,400 契約

（株）東埼測量設計

（有）フジサワプラン

（一財）日本不動産研究所 1,134,000 契約

（株）首都圏不動産鑑定所 失格

H30.9.6 H31.1.31 （有）ゼネラルボーリング 847,044 契約

H30.9.6 H31.1.31 （株）アーバンソイルリサーチ

H30.9.6 H31.1.31 関東地質（株）　埼玉営業所

H30.9.6 H31.1.31 千葉エンジニアリング（株）　北関東支店

H30.9.6 H31.1.31 （株）地域環境研究所

H30.9.6 H31.1.31 （株）土質基礎コンサルタンツ　埼玉支店

H30.9.6 H31.1.31 （株）日さく　東日本支社

H30.9.6 H31.1.31 （株）アースリサーチ　南埼玉営業所

H30.9.6 H31.1.31 中央開発（株）　関東支店

H30.9.6 H31.1.31 サンコーコンサルタント（株）　北関東支店

H30.9.6 H31.1.31 （有）地盤計画 辞退

松田建築設計事務所 1,425,600 契約

（株）東埼測量設計

（有）フジサワプラン

（株）首都圏不動産鑑定所

昭和（株）　埼玉支社 5,616,000 契約

東日本総合計画（株）　関東支店

日本測地設計（株）　埼玉支店

共和コンサルタント（株）　草加営業所

（有）フジサワプラン 4,320,000 契約

（株）東埼測量設計

（株）首都圏不動産鑑定所

H30.11.30H30.8.31 一般競争入札 新田駅西口地区物件調査積算業務委託（その２） 草加市金明町地内 1回目 H30.9.5

H30.11.30

H30.8.31 一般競争入札 新田駅東口地区区画街路築造等実施設計業務委託 草加市金明町地内 1回目 H30.9.5 H31.2.28

H30.8.29 一般競争入札 新田駅東口地区物件調査再積算業務委託（その４） 草加市金明町地内 1回目 H30.8.31

H30.9.14

H30.8.31 一般競争入札 たかさご保育園地質調査業務委託 草加市吉町五丁目１番４８号 1回目

H30.8.23 一般競争入札 不動産鑑定業務委託 草加市が指定する場所 1回目 H30.8.28

H31.2.25

H30.8.27 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 1回目 H30.8.28 H30.11.30

H30.8.27 一般競争入札 児童発達支援センターあおば学園整備事業敷地測量業務委託 草加市青柳六丁目６１番１号 1回目 H30.8.29

H30.8.23 H31.3.29

H30.8.27 一般競争入札 児童発達支援センターあおば学園整備事業地質調査業務委託 草加市青柳六丁目６１番１号 1回目 H30.9.5 H31.1.31

H30.8.22 一般競争入札 実施設計業務委託（A-04号水路） 草加市旭町二丁目、栄町三丁目地内 1回目

H31.1.31

H30.8.22 一般競争入札 やはた保育園耐震補強等工事設計業務委託 草加市八幡町４７３番地 1回目 H30.8.23 H31.2.19

H30.8.22 一般競争入札 路面下空洞調査業務委託 草加市内全域 2回目 H30.8.27

H31.1.18

H30.8.22 一般競争入札 葛西用水桜保全管理計画策定業務委託
葛西用水沿い（草加市青柳三
丁目地内から草加市稲荷六
丁目地内まで）

1回目 H30.9.5 H30.3.31

H30.8.20 一般競争入札 道路詳細設計業務委託（市道４０３０６号線） 草加市瀬崎六丁目地内 1回目 H30.8.21

H31.1.7

H30.8.8 一般競争入札 新田駅東口地区物件調査再積算業務委託（その３） 草加市金明町地内 1回目 H30.8.10 H30.11.30

H30.8.8 一般競争入札 測量作業委託（市道１０５０８号線） 草加市原町三丁目地内 1回目 H30.8.10

H31.3.20

H30.8.6 一般競争入札 八幡北・新栄小学校トイレ改修工事実施設計業務委託
草加市八幡町１１４８番地（八
幡北小学校）、草加市新栄四
丁目９５９番地（新栄小学校）

3回目 H30.8.10 H31.1.7

H30.8.8 一般競争入札 中央公民館耐震診断業務委託 草加市住吉二丁目９番１号 不落随契 H30.8.23

H30.8.6 一般競争入札 新田駅東口地区物件調査再積算業務委託（その２） 草加市金明町地内 1回目 H30.8.8 H30.10.31



入札日 契約方法 件名 履行場所又は納入場所 入札回数 契約日 契約終了日 業者名 契約額 契約

（株）桂設計 2,570,400 契約

（株）土屋建築研究所　埼玉支所

（株）松下設計

（株）田中建築事務所

（株）山田総合設計　東京事務所

（株）大誠建築設計事務所　埼玉事務所

（株）綜企画設計　埼玉支店

（株）日総建

（株）アライ設計

（株）東畑建築事務所　東京事務所

（株）工藤孝建築設計事務所

（株）あい設計　埼玉支社

（株）池下設計　建築設計部埼玉事務所

（株）富士測量 2,246,400 契約

二和測量設計（株）

（株）コクドリサーチ　埼玉支社

（株）首都圏不動産鑑定所 1,026,000 契約

（有）フジサワプラン

（株）水工技建コンサルタント　草加営業所 9,714,600 契約

（株）東建コンサルタント　埼玉支店

大日本コンサルタント（株）　関東支社

（株）日本水道設計社　さいたま営業所

（株）オリンピアコンサルタント　埼玉営業所

（株）利根設計事務所　埼玉営業所

（株）吹上技研コンサルタント　さいたま営業
所

辞退

新都市設計（株） 失格

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング　埼玉
支店

11,340,000 契約

（株）キミコン　埼玉営業所

（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

共和コンサルタント（株）　草加営業所

（株）水工技建コンサルタント　草加営業所

（株）中野技術 1,393,200 契約

（株）パスコ　さいたま支店

埼玉測量設計（株）　東部営業所

東都リサーチ（株）

（株）測技社

（株）地域総合計画　関東事業所 1,296,000 契約

パシフィックコンサルタンツ（株）　埼玉事務
所

（株）パスコ　さいたま支店

大日本コンサルタント（株）　関東支社

昭和（株）　埼玉支社

（株）アイコンサルタント

（株）千代田コンサルタント　埼玉営業所

（株）東京建設コンサルタント　埼玉事務所

（株）協和コンサルタンツ　関東営業所

パシフィックコンサルタンツ（株）　埼玉事務
所

9,720,000 契約

大日本コンサルタント（株）　関東支社

（株）東埼測量設計 2,484,000 契約

埼玉測量設計（株）　東部営業所

東都リサーチ（株）

（株）本州　草加支店

（株）丸山測量設計事務所

富士測地（株）　草加支店

昭栄測量（株）　草加支店

測地開発（株）

（株）旭測量設計　草加支店

測地開発（株） 1,728,000 契約

東都リサーチ（株）

富士測地（株）　草加支店

（株）丸山測量設計事務所

埼玉測量設計（株）　東部営業所

（株）東埼測量設計

（株）本州　草加支店

（株）旭測量設計　草加支店

昭栄測量（株）　草加支店

（有）フジサワプラン 1,512,000 契約

（株）首都圏不動産鑑定所

（株）東埼測量設計

キムラ環境調査 1,944,000 契約

石田測量建築設計事務所

東都リサーチ（株）

測地開発（株）

東都リサーチ（株） 702,000 契約

測地開発（株）

オギハラ測量設計（有）

小島測量・土地家屋調査士事務所 失格

東都リサーチ（株） 734,400 契約

キムラ環境調査

測地開発（株）

測地開発（株） 702,000 契約

キムラ環境調査

東都リサーチ（株）

H30.11.30H30.9.27 一般競争入札 測量作業委託（F-480号水路） 
草加市弁天一丁目、弁天六丁
目地内

1回目 H30.10.1

H30.11.26

H30.9.27 一般競争入札 測量作業委託（E-186号水路） 草加市谷塚町地内 1回目 H30.10.1 H30.11.30

H30.9.25 一般競争入札 測量作業委託（C-318号水路） 草加市吉町五丁目地内 1回目 H30.9.27

H30.12.28

H30.9.27 一般競争入札 測量作業委託（G-01号水路） 草加市柿木町地内 1回目 H30.10.1 H31.3.29

H30.9.25 一般競争入札 新田駅東口地区物件調査再積算業務委託（その７） 草加市金明町地内 1回目 H30.9.26

一般競争入札 設計事前調査業務委託（その２）
草加市新栄四丁目地内　他１
箇所

1回目 H30.9.28 H31.1.25

H31.3.29

H30.9.25 一般競争入札 設計事前調査業務委託（その１） 草加市氷川町地内　他２箇所 1回目 H30.9.28 H31.1.25

H30.9.25

H30.9.18 一般競争入札 基本設計及び測量作業業務委託（綾瀬川右岸第８排水区） 草加市金明町地内 1回目 H30.9.25

H30.12.28

H30.9.18 一般競争入札 都市計画道路谷塚松原線費用便益分析業務委託 
草加市草加二丁目、三丁目、
四丁目地内

1回目 H30.9.20 H31.3.29

H30.9.18 一般競争入札 草加市指定緊急輸送道路沿道閉塞建築物調査委託 草加市柿木町２７１番２地先他 1回目 H30.9.20

H31.3.29

H30.9.18 一般競争入札 下水道管渠耐震化詳細設計業務委託（緊急輸送路）市道１０１１・１０１２号線 草加市青柳八丁目地内ほか 1回目 H30.9.28 H31.2.25

H30.9.11 一般競争入札 実施設計業務委託（一の橋放水路左岸第３排水区） 草加市新栄四丁目地内 1回目 H30.9.20

H30.11.30

H30.9.11 一般競争入札 新田駅東口地区物件調査再積算業務委託（その５） 草加市金明町地内 1回目 H30.9.13 H30.12.28

H30.9.11 一般競争入札 新田駅東口地区物件調査再積算業務委託（その６） 草加市金明町地内 1回目 H30.9.13

H30.9.19 一般競争入札 市民温水プール建替工事基本設計業務委託 草加市柿木町１６３番地１ 1回目 H30.10.4 H32.9.30


