
工事入札結果（平成３０年７月～９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

ナガヤス工業株式会社 失格

富士建設工業株式会社 落札

草加建設株式会社

有限会社新井建設

株式会社埼玉車輌

株式会社誠環

有限会社新井建設 失格

株式会社葉月建設 落札

株式会社誠環

井坂興業株式会社

株式会社小林設備 失格

草加建設株式会社 落札

株式会社埼玉車輌

長栄建設工業株式会社

ナガヤス工業株式会社

株式会社斉藤興業

株式会社三成建設

ナガヤス工業株式会社 途中辞退

草加建設株式会社 途中辞退

株式会社埼玉車輌 途中辞退

富士建設工業株式会社 落札

株式会社誠環

荏原商事株式会社 落札

昱株式会社

株式会社第一テクノ

株式会社誠環 落札

株式会社葉月建設

井坂興業株式会社

株式会社葉月建設 落札

井坂興業株式会社

株式会社誠環
無効（一抜
け）

株式会社斉藤興業 辞退

株式会社小林設備 失格

長栄建設工業株式会社 失格

株式会社岩渕産業 落札

株式会社斉藤興業 辞退

株式会社岩渕産業
無効（一抜
け）

長栄建設工業株式会社 落札

株式会社小林設備

株式会社岩渕産業
無効（一抜
け）

長栄建設工業株式会社 辞退

株式会社小林設備 落札

株式会社斉藤興業

新日本・王保保特定建設
工事共同企業体
草加・埼玉特定建設工事
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・大一特定建設工事
共同企業体

失格

5,983,200

9,059,040

40,438,440

7,981,200

131,760,000

8,519,040

6,847,200

35,964,000

H30.10.1

H30.11.30

H31.1.15

H30.10.9

H31.5.31

H30.11.30

H30.9.28

H31.2.5

H31.1.7

H31.3.29

H30.7.3

H30.7.3

H30.7.17

H30.7.10

H30.7.17

H30.7.20 H31.1.28 29,160,000

H30.7.20

H30.7.12

H30.7.13

H30.7.20

H30.7.25

29,223,720

130,896,000

草加市長栄一丁目７６２
番地

草加市　氷川町　地内

草加市両新田西町地内

草加市八幡町１２４６番
地１、１２４６番地２、１２
４６番地２地先無地番地

草加市　谷塚上町　地内

草加市　旭町四丁目　地
内

草加市　金明町　地内

草加市　原町二丁目　地
内

草加市　瀬崎六丁目　地
内

草加市　苗塚町　地内

草加市　金明町　地内

一般競争

一般競争

一般競争

一般競争

一般競争

一般競争

一般競争

一般競争

一般競争

H30.7.3

H30.7.10

H30.7.10

H30.7.11

H30.7.12

H30.7.12

H30.7.17

H30.7.17

H30.7.17

H30.7.19

H30.7.3 一般競争 長栄小学校中庭側溝等改修工事

公共下水道第５処理分区汚水枝
線工事（３０－４）

改良事業第３０－６号　配水管布
設替工事及び応急給水栓設置工
事（両新田小学校）

道路改良工事（市道２０８９号線）

公共雨水管渠築造工事（金右衛
門川第７排水区金明町雨水幹線）
３０－１

（仮称）都市公園用地内既存建築
物撤去工事

横手堀ポンプ場改修工事（機械設
備）

道路改良工事（市道１１１５６号線）

新田駅西口地区区画街路築造工
事（３０－２）

道路改良工事（市道１０５２０、１０
５２１号線）

道路改良工事（市道４０３０７、４０
３０９号線）

一般競争



工事入札結果（平成３０年７月～９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

長栄建設工業株式会社 辞退

株式会社小林設備 失格

株式会社埼玉車輌 失格

新日本建設工業株式会社 落札

株式会社三成建設

草加建設株式会社

株式会社斉藤興業

新日本建設工業株式会社 辞退

草加建設株式会社 失格

株式会社埼玉車輌 失格

株式会社三成建設 落札

株式会社斉藤興業

株式会社小林設備

荏原商事株式会社 落札

昱株式会社

株式会社第一テクノ

株式会社誠環 失格

株式会社葉月建設 落札

有限会社新井建設

三成・渡辺特定建設工事
共同企業体

落札

新日本・誠環特定建設工
事共同企業体
草加・埼玉特定建設工事
共同企業体
斉藤・大一特定建設工事
共同企業体
三成・渡辺特定建設工事
共同企業体

無効（一抜
け）

新日本・誠環特定建設工
事共同企業体
草加・埼玉特定建設工事
共同企業体

落札

斉藤・大一特定建設工事
共同企業体

株式会社斉藤興業 辞退

株式会社小林設備 失格

株式会社三成建設 落札

新日本建設工業株式会社

ナガヤス工業株式会社

新日本建設工業株式会社 辞退

株式会社小林設備 失格

株式会社三成建設 落札

株式会社斉藤興業

草加建設株式会社

株式会社埼玉車輌

株式会社岩渕産業

株式会社三成建設 辞退

草加建設株式会社 辞退

株式会社埼玉車輌 辞退

株式会社斉藤興業 落札

株式会社小林設備

株式会社岩渕産業

H31.3.29H30.7.27 71,169,840
草加市松原一・二丁目
地内

一般競争

一般競争

一般競争

一般競争

H30.7.23
改良事業第３０－１４号　配水管布
設替工事及び応急給水栓設置工
事（栄小学校）

H30.7.23

H30.8.2

H30.8.2

H30.8.9

一般競争

改良事業第３０－３０号　配水管布
設替工事

草加市清門二丁目、新
善町地内

H30.7.27 H31.1.22 47,903,400

H30.8.2 一般競争
改良事業第３０－１０３号谷塚浄水
場配水ポンプ更新工事

草加市谷塚上町４４７番
地　谷塚浄水場

H30.8.9 H31.3.22 9,936,000

道路改良工事（市道３１３８４号線）
草加市　両新田東町　地
内

H30.8.7 H31.1.4 11,999,880

H30.8.2 一般競争
改良事業第３０－２８号　配水管布
設替工事

草加市長栄一丁目、清
門一丁目地内

H30.8.16 H31.3.13 116,505,000

改良事業第３０－２９号　配水管布
設替工事

草加市清門一丁目、新
善町地内

H30.8.16 H31.3.13 103,032,000

H30.8.8 一般競争
公共雨水管渠築造工事(伝右川左
岸第１１排水区枝線)３０－３

草加市　松原三丁目　地
内

H30.8.20 H31.3.29 90,114,120

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

H30.8.20 H31.3.29 47,412,000

H30.8.9 一般競争
新田駅東口地区区画街路築造工
事（３０－１）及び公共下水道第９
処理分区汚水枝線工事（３０－１）

草加市　金明町　地内 H30.8.15 H31.1.31 30,132,000



工事入札結果（平成３０年７月～９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

株式会社誠環 落札

株式会社葉月建設

有限会社祝設備工業所

H30.8.22 一般競争 道路改良工事（市道３０６３６号線）
草加市　谷塚一丁目、谷
塚二丁目　地内

H30.8.29 H31.3.7 26,892,000 株式会社岩渕産業 落札

H30.8.22 一般競争 横手堀ポンプ場耐震補強工事 草加市　谷塚上町　地内 H30.8.28 H31.3.29 63,720,000 ナガヤス工業株式会社 落札

竹内セントラル株式会社 落札

株式会社今泉水道

株式会社小林設備

新日本建設工業株式会社 辞退

株式会社小林設備 辞退

株式会社埼玉車輌 落札

草加建設株式会社

株式会社小林設備 辞退

株式会社岩渕産業 落札

ナガヤス工業株式会社

新日本建設工業株式会社

株式会社小林設備 辞退

株式会社岩渕産業 辞退

株式会社埼玉車輌
無効（一抜
け）

草加建設株式会社 落札

株式会社三成建設

新日本建設工業株式会社

ナガヤス工業株式会社

新日本・王保保特定建設
工事共同企業体

草加・大土建特定建設工
事共同企業体

落札

株式会社小林設備 失格

新日本建設工業株式会社 落札

荏原商事株式会社 落札

昱株式会社 途中辞退

株式会社第一テクノ 途中辞退

株式会社岩渕産業 失格

株式会社小林設備 落札

新日本建設工業株式会社

H30.9.11 一般競争 排水路整備工事(Ａ－０８号水路)
草加市　高砂一丁目　地
内

H30.9.19 H31.3.29 39,960,000 ナガヤス工業株式会社 落札

竹内セントラル株式会社 落札

株式会社今泉水道

株式会社小林設備

有限会社高橋電気

株式会社イワナガ 途中辞退

株式会社ライフグリーン 途中辞退

株式会社二木造園土木 落札

有限会社北谷造園

H31.3.29 120,528,000

H31.3.29 43,513,200

H31.3.5

H30.10.1

H30.9.12

H30.9.7 66,020,400
草加市金明町、旭町六
丁目地内

一般競争

一般競争

一般競争

一般競争

一般競争

H30.8.30

H30.9.11

改良事業第３０－２５号　配水管布
設替工事

H30.8.22

H30.8.28

H30.8.28

公共下水道長寿命化修繕（人孔
蓋交換）

草加市谷塚上町地内
ほか

H30.8.28 H30.12.26 5,513,400

H30.8.22 一般競争
氷川コミュニティセンター空調設備
改修工事

草加市氷川町５６８番地
１地内

H30.8.23 H30.12.28 10,962,000

改良事業第３０－１１号　配水管布
設替工事

草加市長栄一丁目、清
門一丁目地内

H30.8.16 H31.3.13 79,461,000

H30.8.28 一般競争
水辺環境整備工事（葛西用水路・
修景護岸工）１工区

草加市　稲荷五丁目　地
内

H30.9.3 H31.3.22 87,112,800

H31.1.28 7,452,000

公共下水道第９処理分区汚水栄
町幹線移設工事(３０－２)及び公
共下水道第９処理分区汚水枝線
工事（３０－３）

草加市　金明町　地内 H30.9.3 H31.2.28 73,319,040

H30.8.28 一般競争

新田駅西口地区新田駅前旭町
線、新田西口停車場線及び区画
街路築造工事（３０－１）、公共雨
水管渠築造工事（金右衛門川第７
排水区枝線）３０－２

草加市　金明町　地内 H30.8.31 H31.3.29 100,689,480

改良事業第３０－１０２号浄配水場
施設更新工事

草加市旭町五丁目７番８
号　旭浄水場　ほか、市
指定位置

H30.9.6 一般競争
排水路整備工事（Ｆ－０７、５２２号
水路）

草加市　稲荷四丁目、松
江六丁目　地内

H30.9.4

一般競争
であいの森中央監視装置等機器
更新工事

草加市柿木町２６１番地
１

H30.9.18 H31.2.15 45,036,000

H30.9.11 一般競争 谷塚町ポケットパーク整備工事 草加市谷塚町地内 H30.9.14



工事入札結果（平成３０年７月～９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

株式会社ライフグリーン 落札

有限会社北谷造園

株式会社イワナガ

株式会社二木造園土木

H30.9.11 一般競争
奥日光自然の家食堂棟屋根改修
工事

栃木県日光市中宮祠官
有無番地

H30.9.14 H30.12.21 10,800,000 榎本建設株式会社 落札

株式会社三成建設 落札

株式会社大熊建設

笹沼建設株式会社

H30.9.14 一般競争 和舟係留施設等整備工事
草加市　松江二丁目　地
内

H30.9.19 H31.2.28 7,061,040 株式会社誠環 落札

笹沼建設株式会社 途中辞退

株式会社高橋工務店 途中辞退

株式会社大熊建設 落札

有限会社渡辺建設工業 辞退

大一工業株式会社 落札

株式会社小林設備 落札

ナガヤス工業株式会社 辞退

株式会社小林設備 落札

ナガヤス工業株式会社 辞退

株式会社岩渕産業 辞退

有限会社渡辺建設工業 落札

大一工業株式会社

株式会社小林設備

新日本建設工業株式会社 落札

長栄建設工業株式会社

新日本建設工業株式会社 辞退

株式会社埼玉車輌 落札

草加建設株式会社

大一工業株式会社 落札

大土建工業株式会社

有限会社渡辺建設工業

株式会社岩渕産業 辞退

新日本建設工業株式会社 落札

新日本建設工業株式会社
無効（一抜
け）

長栄建設工業株式会社 落札

株式会社埼玉車輌
無効（一抜
け）

草加建設株式会社

新日本・王保保特定建設
工事共同企業体

落札

ナガヤス・村木特定建設工
事共同企業体

H31.3.29

H31.3.15

14,018,400

52,812,000

24,030,000

94,845,600

54,864,000

40,392,000

112,802,760

H31.2.25

H31.3.15

H31.3.4

H30.10.4

H30.10.5

H30.9.28

H30.9.28

H30.10.3

H30.9.28

H30.10.5

H30.9.21

H30.10.3

草加市　松原一丁目、二
丁目　地内

草加市柿木町地内

草加市　青柳七丁目　地
内

H30.9.18

H30.10.4

H31.3.29

H31.3.27

H31.3.29

40,500,000

27,378,000

H31.3.29

一般競争

一般競争

一般競争

一般競争

草加市　手代町　地内

草加市　青柳六丁目、青
柳七丁目　地内

草加市　八幡町　地内

草加市八幡町地内

草加市柿木町地内

草加市氷川町、谷塚町、
西町地内

草加市旭町六丁目１２番
１１号

H30.9.28

一般競争

一般競争

一般競争

一般競争

一般競争

H30.9.11

H30.9.14

道路改良工事（市道２０８５号線）

改良事業第３０－１５号　配水管布
設替工事

道路改良工事（市道２０２４１号線）
及び水辺環境整備工事（葛西用水
路・左岸修景工）２工区

公共下水道人孔蓋修繕（手代町
地域）

排水路整備工事（F－２９５号水
路）及び道路改良工事（市道２０１
９０号線）

道路改良工事（市道２０２９０、２０
２９３号線）

改良事業第３０－１２号　配水管布
設替工事及び応急給水栓設置工
事（氷川小学校）

H30.9.11

H30.9.19

H30.9.27

H30.9.19

H30.9.25

H30.9.25

H30.9.14 一般競争
新田小学校屋内運動場非構造部
材等改修工事

H30.9.27

H30.9.27

八幡中公園拡張整備工事、排水
路整備工事（Ｆ－３９２号水路）及
び道路改良工事（市道２０３００号
線）

H30.9.19 一般競争
排水路整備工事（F－５１５号水
路）２工区及び道路改良工事（市
道４０６５９号線）

草加市　松江三丁目　地
内

H31.3.29 61,452,000

一般競争
清門小学校屋内運動場非構造部
材等改修工事

草加市清門三丁目３７番
地１

H30.9.18 H31.2.28 20,790,000

改良事業第３０－１６号　配水管布
設替工事

H31.2.28 21,600,000

一般競争
改良事業第３０－９号　配水管布
設替工事

草加市吉町四丁目地内 H30.10.1 H31.3.29 56,808,000


