
工事入札結果（平成３０年１０月～１２月）

開札日時 入札方式名称 案件名称 履行場所又は納入場所 契約日 契約期間（終了） 契約金額（税込み） 商号又は名称 結果

H30.10.4 一般競争 長寿命化補修工事(浦寺橋他4橋)
草加市　栄町一丁目、神
明一丁目地内他

H30.10.11 H31.3.29 63,180,000 ナガヤス工業株式会社 落札

株式会社葉月建設 落札

株式会社誠環

大同機工株式会社 落札

吉田工機株式会社

笹沼建設㈱ 落札

ムサシ建設工業株式会社

株式会社大熊建設

株式会社小林設備 落札

三ツ和総合建設業協同組
合

大土建工業株式会社 落札

中央建設協同組合

ムサシ建設工業株式会社 失格

富士建設工業株式会社 失格

笹沼建設株式会社 落札

株式会社誠環

大一工業株式会社 辞退

大土建工業株式会社 落札

有限会社渡辺建設工業 辞退

有限会社新井建設 失格

株式会社葉月建設 失格

株式会社誠環 落札

株式会社セントラル設備 落札（くじ）

株式会社誠環

株式会社葉月建設

有限会社祝設備工業所

H30.10.25 一般競争
改良事業第３０－１３号　配水管布
設替工事

草加市谷塚町地内 H30.11.19 H31.3.29 36,675,720 株式会社大翔建設 落札

東武電設株式会社 落札

有限会社高橋電気

有限会社鴨下工業 落札

株式会社松草

会田塗装株式会社

大一工業株式会社 辞退

株式会社葉月建設 失格

有限会社新井建設 失格

株式会社誠環 失格

大土建工業株式会社 落札

有限会社新井建設 失格

富士建設工業株式会社 失格

有限会社北谷造園 落札

株式会社イワナガ

株式会社誠環

株式会社今泉水道 落札

竹内セントラル株式会社

株式会社小林設備

H31.3.29 13,651,200H30.11.6 一般競争 新田駅東口地区駐車場整備工事 草加市金明町地内 H30.11.8

H30.11.6 一般競争 栄小学校防球ネット嵩上げ工事
草加市松原一丁目３番２
号地内

H30.11.8 H31.2.28 9,460,800

H30.11.13 一般競争
青柳中学校プール濾過機改修工
事

H31.5.31 9,936,000

H30.10.30 一般競争 旭浄水場管理室ほか防水修繕
草加市旭町五丁目7番8
号地内

H30.11.2 H31.1.31 4,860,000

H30.10.30 一般競争
草加市役所西棟切り回し工事（電
気設備工事）

草加市高砂一丁目1番1
号地内

H30.11.7

1,199,880

H30.10.12 一般競争
排水ゲート施設修繕（旭第一排水
樋管ゲート等）

草加市旭町一丁目・手
代町　地内

H30.10.12 H31.3.18 2,592,000

H30.10.9 一般競争 公共下水道管渠修繕（３０－１０） 草加市氷川町地内 H30.10.10 H31.1.8

3,078,000

H30.10.16 一般競争 道路改良工事（市道２０６９７号線) 草加市弁天五丁目地内 H30.10.22 H31.3.29 31,320,000

H30.10.12 一般競争
瀬崎グラウンド屋外トイレ改修工
事

草加市瀬崎六丁目32番 H30.10.16 H31.1.31

24,656,400

H30.10.23 一般競争 安全安心ステーション等解体工事
草加市吉町一丁目１番４
１号

H30.10.24 H31.2.28 21,060,000

H30.10.16 一般競争 排水路整備工事(Ａ－０４号水路) 草加市清門一丁目地内 H30.10.22 H31.3.29

9,828,000H30.10.23 一般競争
改良事業第３０－１８号　配水管布
設工事

草加市高砂一丁目地内 H30.10.31 H31.2.27

20,444,400

H30.10.23 一般競争
公共下水道人孔浮上防止工事（３
０－１）

草加市金明町、青柳八
丁目地内

H30.10.26 H31.2.25 12,823,920

H30.10.23 一般競争
松江第１排水機場改修工事(場内
外整備)

草加市松江五丁目、稲
荷一丁目地内

H30.10.26 H31.3.29

草加市青柳八丁目58番
10号地内

H30.11.15 H31.3.20 12,744,000



工事入札結果（平成３０年１０月～１２月）

開札日時 入札方式名称 案件名称 履行場所又は納入場所 契約日 契約期間（終了） 契約金額（税込み） 商号又は名称 結果

株式会社イワナガ 落札

有限会社北谷造園

株式会社ライフグリーン

有限会社祝設備工業所 辞退

株式会社葉月建設 落札

株式会社誠環

株式会社松草 途中辞退

会田塗装株式会社 落札

株式会社葉月建設 落札

株式会社誠環

株式会社誠環 辞退

ムサシ建設工業株式会社 辞退

株式会社ライフグリーン 落札

有限会社北谷造園

富士建設工業株式会社

株式会社今泉水道

竹内セントラル株式会社 落札

株式会社葉月建設 失格

株式会社誠環 落札

H30.11.27 一般競争 草加市役所西棟切り回し工事（機械設備工事
草加市高砂一丁目１番１
号

H30.12.10 H31.5.31 22,895,872 竹内セントラル株式会社 落札

株式会社誠環 辞退

ムサシ建設工業株式会社 落札

H30.12.4 一般競争 公共下水道管渠修繕（３０－９） 草加市八幡町地内 H30.12.7 H31.3.29 3,456,000 環境技建株式会社 落札

株式会社井戸梅 落札

竹内セントラル株式会社

株式会社今泉水道

ムサシ建設工業株式会社 落札

笹沼建設株式会社 途中辞退

株式会社大熊建設 途中辞退

会田塗装株式会社 落札

株式会社松草

スポーツ施設株式会社 落札

株式会社スポーツテクノ和
広
ホームラン堂運動施設株
式会社

有限会社渡辺建設工業 落札

株式会社大翔建設

大一工業株式会社

株式会社誠環 失格

道路開発株式会社 失格

大一工業株式会社 落札

株式会社葉月建設

有限会社光樹園 辞退

株式会社誠環 辞退

有限会社渡辺建設工業 辞退

株式会社彩光建設 落札

富士建設工業株式会社 落札

株式会社大熊建設

H30.12.18 一般競争
草加小学校北西側ブロック塀等改
修工事

草加市住吉一丁目11番
64号

H30.12.19 H31.3.22 8,316,000

H30.12.19 一般競争
保健センタートイレ様式化等改修
工事

草加市中央1-5-22 H30.12.25 H31.3.20 4,860,000

H30.12.17 一般競争
改良事業第３０－２０号　配水管布
設替工事

草加市稲荷４・５丁目、
松江六丁目地内

H30.12.25 H31.3.29 30,348,000

H30.12.18 一般競争
交通安全施設整備工事（ゾーン３
０）

草加市清門二丁目地内 H30.12.18 H31.3.18 8,640,000

H30.12.11 一般競争
新田中学校プール本体及びプー
ルサイド改修工事

草加市長栄一丁目767
番地地内

H30.12.12 H31.3.29 8,467,200

H30.12.17 一般競争
そうか公園テニスコート人工芝張
替修繕

草加市柿木町地内 H30.12.20 H31.3.22 11,815,200

H30.12.11 一般競争
勤労福祉会館玄関タイル改修工
事

草加市旭町六丁目13番
20号

H30.12.13 H31.3.20 3,348,000

H31.3.15 15,660,000

H30.11.13 一般競争
改良事業第３０－２６号　配水管切
回し工事

草加市清門二丁目地内 H30.11.20 H31.3.19 4,890,240

H30.11.13 一般競争
公園施設更新等工事(稲荷公園ほ
か)

草加市稲荷六丁目地内
ほか

H30.11.15

H31.3.15 3,510,000

H30.11.20 一般競争
改良事業第３０－２４号　配水管布
設工事

草加市金明町地内 H30.11.22 H31.3.22 5,999,400

H30.11.20 一般競争
高年者福祉センターふれあいの里
浴室内塗装修繕

草加市新里町106番地6
地内

H30.11.20

H31.3.25 55,630,800

H30.11.27 一般競争
瀬崎コミュニティセンター空調設備
改修工事

草加市瀬崎六丁目6番
22号地内

H30.11.29 H31.3.22 16,524,000

H30.11.22 一般競争
長栄小学校・新田中学校校庭改
修工事

草加市長栄一丁目７６２
番地、７６７番地

H30.11.30

H31.2.28 1,620,000H30.12.6 一般競争
市民交流活動センタートイレ配管
取替え修繕

草加市谷塚町752番地
市民交流活動センター

H30.12.10

H31.3.29 9,429,480

H30.12.4 一般競争
新田駅東口地区基礎杭撤去等工
事（３０－２）

草加市金明町地内 H30.12.11 H31.3.29 68,040,000

H30.11.27 一般競争
改良事業第３０－２３号　配水管布
設工事

草加市金明町地内 H30.11.29



工事入札結果（平成３０年１０月～１２月）

開札日時 入札方式名称 案件名称 履行場所又は納入場所 契約日 契約期間（終了） 契約金額（税込み） 商号又は名称 結果

会田塗装株式会社 落札

株式会社松草

有限会社小林建装

有限会社高橋電気 落札

東武電設株式会社

H30.12.19 一般競争
中央公民館体育室廊下・第１体育
倉庫屋上防水工事

草加市住吉2-9-1 H30.12.20 H31.2.28 2,894,400

H30.12.25 一般競争
勤労福祉会館高圧受電設備改修
修繕

草加市旭町六丁目１３番
２０号地内

H30.12.26 H31.1.31 2,095,200


