
草加市設計・調査・測量業種　入札結果（平成３１年（２０１９年）４月～６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

アジア航測（株）　埼玉支店 2,420,000 契約

（株）パスコ　さいたま支店

（株）測技社 辞退

昭和（株）　埼玉支社 7,452,000 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

（有）造建築設計事務所 6,930,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所 5,500,000 契約

（有）勝建築設計事務所

（有）造建築設計事務所

（有）造建築設計事務所 5,390,000 契約

（有）勝建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所 5,390,000 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 2,750,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）造建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所 4,840,000 契約

（有）勝建築設計事務所

（有）造建築設計事務所

測地開発（株） 129,600 契約

セントラル測量設計（株）

（株）東埼測量設計

東都リサーチ（株）

日本調査（株）　埼玉支店 7,414,000 契約

（株）サンテックインターナショナル　北関東
支店
京葉シビルエンジニアリング（株）　埼玉営業
所

通信土木コンサルタント（株）　埼玉事務所

（株）キミコン　埼玉営業所

（株）エース　埼玉営業所

伸栄開発（株）　関東支店

（株）グラフィック　埼玉営業所

アイテックコンサルタント（株）　北関東支店

中央開発（株）　関東支店

アジア航測（株）　埼玉支店

日本データーサービス（株）　さいたま事務所

（株）東洋設計事務所　埼玉出張所 10,670,000 契約

（株）東洋設計　埼玉支店

パシフィックコンサルタンツ（株）　埼玉事務
所

（株）社環境技研コンサルタント　埼玉事務所

冨洋設計（株）　さいたま営業所

昭和（株）　埼玉支社 6,358,000 契約

共和コンサルタント（株）　草加営業所

日本測地設計（株）　埼玉支店

（株）八州　北関東支社

埼玉測量設計（株）　東部営業所 5,775,000 契約

（株）東埼測量設計　本店

（株）本州　草加支店

（株）日本水工コンサルタント　草加営業所

（株）旭測量設計　草加支店

（株）東埼測量設計　本店 5,258,000 契約

（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）旭測量設計　草加支店

埼玉測量設計（株）　東部営業所

（有）造建築設計事務所 11,550,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）勝建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所 8,118,000 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 9,845,000 契約

（株）高梨建築設計事務所

（有）造建築設計事務所

（株）高梨建築設計事務所 7,920,000 契約

（有）造建築設計事務所

（有）フジサワプラン 7,020,000 契約

荻原建築設計測量事務所

キムラ環境調査

石田測量建築設計事務所

2019/6/19 一般競争入札
あおやぎ保育園耐震補強等工事・あおば学園（あおやぎ保育園仮
園舎）改修工事設計業務委託

草加市青柳七丁目２番１号、草加市青柳六丁
目６１番１号

不落随契 2019/7/11

2019/6/14 一般競争入札 やつか保育園耐震補強等工事設計業務委託 草加市谷塚町１０５８番地３ 3回目 2019/6/24 2019/11/29

2020/1/31

2019/6/17 草加市柿木町地内測量作業及び実施設計業務委託（G-131号水路）その２一般競争入札

2019/6/19 一般競争入札 両新田・新田・青柳中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３６８番地１（両新田中学校）
草加市長栄一丁目７６７番地（新田中学校）
草加市青柳八丁目５８番１０号（青柳中学校）

1回目 2019/7/1 2020/2/14

2019/6/19 一般競争入札 瀬崎・花栗・新栄中学校トイレ改修工事実施設計業務委託
瀬崎五丁目３番１号（瀬崎中学校）、花栗四丁
目１５番１２号（花栗中学校）、新栄一丁目３３番
地（新栄中学校）

3回目 2019/6/27 2020/1/17

2019/12/27

2019/6/14 一般競争入札  事前調査委託（公共下水道第８処理分区管渠布設替工事） 草加市長栄三丁目地内 1回目 2019/6/24 2019/9/24

2020/3/312019/6/24

2019/6/14 一般競争入札 新田駅東口地区区画街路築造実施設計業務委託 草加市金明町地内 1回目 2019/6/24

測量作業及び実施設計業務委託（G-131号水路）その１一般競争入札2019/6/17 草加市柿木町地内 1回目 2020/3/312019/6/24

1回目

2019/6/17 一般競争入札 橋りょう定期点検（笹塚小橋他）業務委託 草加市内全域 1回目 2020/1/312019/7/4

2019/6/21 一般競争入札 吉町浄水場場内整備工事実施設計業務委託 草加市吉町四丁目１０番４５号 不落随契 2020/2/282019/7/4

工事完成
引渡日

2019/6/11 一般競争入札

2019/6/10 一般競争入札
小山小学校Ａ棟（東側）トイレ・屋内運動場非構造部材等改修工事
監理業務委託

草加市小山二丁目８番１号 1回目 2019/6/27

都市計画道路等幅杭設置業務委託（単価契約） 草加市内全域 2019/6/131回目 2020/3/31

工事完成
引渡日

2019/6/10 一般競争入札
青柳小学校Ａ棟（西側）トイレ・屋内運動場非構造部材等改修工事
監理業務委託

草加市青柳三丁目１７番１号 1回目 2019/6/27
工事完成
引渡日

2019/6/10 一般競争入札
氷川小学校Ａ棟トイレ・屋内運動場非構造部材等改修工事監理業
務委託

草加市氷川町４４８番地 1回目 2019/6/19

工事完成
引渡日

2019/6/5 一般競争入札
八幡北小学校Ｂ棟トイレ・屋内運動場非構造部材等改修工事監理
業務委託

草加市八幡町１１４８番地 2回目 2019/6/19
工事完成
引渡日

2019/6/5 一般競争入札
両新田小学校Ａ棟（西側）トイレ・屋内運動場非構造部材等改修工
事監理業務委託

草加市両新田西町５５番地 1回目 2019/6/19

2019/5/15 一般競争入札 しんぜん保育園耐震補強等工事監理業務委託 草加市新善町433番地4 1回目 2019/5/17 2020/3/31

2019/5/15 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 2019/5/23

※入札を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。

道路台帳補正調査委託 草加市内全域 1回目 2019/5/16 2019/12/27一般競争入札2019/5/10

2020/3/31



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）ゼネラルボーリング 1,947,000 契約

（株）地域環境研究所

（有）地盤計画

（株）アーバンソイルリサーチ

千葉エンジニアリング（株）　北関東支店

（株）アースリサーチ　南埼玉営業所

（株）日さく　東日本支社

（株）土質基礎コンサルタンツ　埼玉支店

中央開発（株）　関東支店

（有）地質技研

石田測量建築設計事務所 1,792,800 契約

荻原建築設計測量事務所

（有）フジサワプラン

（株）松下設計 7,920,000 契約

（株）翔設計

（有）造建築設計事務所 7,458,000 契約

（株）井上建築工学設計事務所

（株）高梨建築設計事務所

（株）体誠建築設計事務所　埼玉事務所

（株）松下設計

（有）勝建築設計事務所 失格

工事完成
引渡日

2019/6/28 一般競争入札 川柳中学校Ｂ－１棟大規模改造工事監理業務委託 草加市青柳七丁目３５番１号 1回目 2019/7/3

2019/6/24 一般競争入札 ふれあいの里施設更新方針作成業務委託
草加市新里町１０６番地６（草加市高年者福祉
センターふれあいの里）

1回目 2019/6/26 2020/3/22

2019/6/14 一般競争入札 花栗町教職員住宅解体工事に伴う建物等事前調査業務委託 草加市花栗三丁目地内 1回目 2019/6/24 2019/9/13

2019/6/24 2019/10/22温水プール地質調査業務委託2019/6/14 一般競争入札 草加市柿木町１６３番地１ 1回目


