
草加市工事等入札結果　　平成２９年度分（平成３０年１～３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
株式会社篠宮工務店 落札
株式会社大熊建設
株式会社松草 落札
会田塗装株式会社 失格
富士建設工業株式会社 落札
株式会社大熊建設 途中辞退

H30.1.11 一般競争
草加松原公園・札場河岸公
園照明施設改修及びライト
アップ施設整備工事

草加市神明二丁目地内
ほか

H30.1.15 H30.3.30 110,160,000 東武電設株式会社 落札

株式会社三成建設 一抜け
長栄建設工業株式会社 落札
草加建設株式会社
新日本建設工業株式会社
株式会社埼玉車輌
ナガヤス工業株式会社 失格
株式会社小林設備 失格
株式会社斉藤興業 失格
有限会社新井建設
株式会社誠環 落札
富士建設工業株式会社
井坂興業株式会社
株式会社葉月建設 一抜け
有限会社祝設備工業所
株式会社セントラル設備
大一工業株式会社 落札
有限会社渡辺建設工業
有限会社立花建設工業 辞退
大土建工業株式会社
株式会社大熊建設 途中辞退
笹沼建設株式会社 落札
大一工業株式会社 一抜け
有限会社渡辺建設工業 落札
有限会社立花建設工業 失格
株式会社井戸梅
株式会社誠環 辞退
有限会社祝設備工業所 辞退
有限会社新井建設 失格
井坂興業株式会社 失格
株式会社葉月建設 落札
大一工業株式会社
有限会社渡辺建設工業 落札
有限会社立花建設工業 辞退
大土建工業株式会社
大一工業株式会社 一抜け
有限会社渡辺建設工業
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 落札
井坂興業株式会社 途中辞退
有限会社新井建設 落札
有限会社祝設備工業所 辞退
株式会社誠環 一抜け
株式会社葉月建設 一抜け

株式会社第一テクノ 途中辞退

荏原商事株式会社 落札

昱株式会社

ナガヤス工業株式会社 失格
株式会社斉藤興業 失格
新日本建設工業株式会社 落札
株式会社三成建設
株式会社小林設備
草加建設株式会社
株式会社埼玉車輌
長栄建設工業株式会社
株式会社斉藤興業 失格
株式会社三成建設 一抜け
株式会社埼玉車輌
新日本建設工業株式会社 落札
草加建設株式会社
株式会社小林設備
長栄建設工業株式会社 一抜け
ナガヤス工業株式会社
新日本建設工業株式会社 一抜け
株式会社斉藤興業 辞退
ナガヤス工業株式会社 失格
株式会社三成建設 落札
株式会社小林設備
株式会社埼玉車輌
草加建設株式会社
長栄建設工業株式会社
ナガヤス工業株式会社 失格
株式会社斉藤興業 失格
株式会社小林設備 失格
株式会社三成建設 一抜け
新日本建設工業株式会社 一抜け
株式会社埼玉車輌 落札
草加建設株式会社
長栄建設工業株式会社
株式会社斉藤興業 失格
株式会社小林設備 失格
草加建設株式会社 失格
長栄建設工業株式会社 失格
株式会社埼玉車輌 失格
ナガヤス工業株式会社 失格
株式会社三成建設 落札
新日本建設工業株式会社

H30.9.14 63491040

H30.3.12 一般競争
改良事業第３０－５号　配
水管布設替工事

草加市柿木町、青柳八
丁目地内

H30.3.22 H30.9.17 45597600

H30.3.14 一般競争
改良事業第３０－２号　配
水管布設替工事

草加市八幡町地内 H30.3.19

H30.8.23 34516800

H30.3.14 一般競争
改良事業第３０－４号　配
水管布設替工事

草加市高砂一・二丁目地
内

H30.3.22 H30.9.17 66193200

H30.3.12 一般競争
改良事業第３０－１号　配
水管布設替工事

草加市長栄二丁目地内 H30.3.27

H30.8.31 75600000

H30.3.14 一般競争
改良事業第３０－３号　配
水管布設替工事

草加市松原三・四丁目、
新善町、旭町五丁目地
内

H30.3.28 H30.9.24 70297200

改良事業第３０－１０１号谷
塚第１水源及び中根第８水
源更新工事

草加市谷塚上町４４７番
地　谷塚浄水場　ほか、
市指定位置

一般競争H30.3.12 H30.3.19

H30.1.16 一般競争

9,493,200

H30.1.16 一般競争
青柳小学校Ａ棟屋上防水
等改修工事

草加市青柳三丁目１７番１ H30.1.16 H30.3.30 14,904,000

H30.1.16 一般競争
そうか公園クラブハウステ
ラス改修工事

草加市柿木町２７２番地１ H30.1.16 H30.3.30

アコスホールギャラリー増
設工事

草加市高砂二丁目７番１号 H30.1.17 H30.3.27 6,588,000

H30.3.30 2,268,000

H30.3.9 一般競争
道路改良工事（市道１０２２
号線）

草加市　北谷二丁目　地
内

H30.3.12 H30.9.18

H30.3.5 一般競争
札場河岸公園休憩舎改修
工事

草加市神明二丁目地内 H30.3.6

22,788,000

H30.3.9 一般競争
排水路整備工事（Ｂ－１９４
号水路）

草加市　栄町一丁目、栄
町二丁目　地内

H30.3.12 H30.9.18

一般競争H30.3.8
草加市　住吉二丁目　地
内

H30.3.9 H30.9.5

30,780,000

排水路整備工事（Ｃ-１８１
号水路）

23,544,000

H30.3.9 一般競争
道路改良工事（市道１０６９
６号線）

草加市　松原一丁目、松
原五丁目、旭町四丁目
地内

H30.3.12 H30.8.9 31,145,040

道路改良工事（市道２０４０
号線）

一般競争H30.3.9 草加市　手代町　地内 H30.3.12 H30.7.30

12,841,200H30.3.8 一般競争
排水路整備工事（Ｂ－１７８
号水路）

草加市　松原四丁目　地
内

H30.3.8 H30.8.15

H30.3.12 一般競争

H30.3.8 一般競争

33,480,000

道路改良工事（市道１０４２
号線）

草加市　新里町　地内 H30.3.8 H30.7.17 17,172,000

排水路整備工事（Ｆ-５１５
号水路）１工区

草加市　松江二丁目　地
内

H30.3.13 H30.10.9 37,584,000


