
草加市工事等入札結果　　平成２９年度分（平成２９年５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
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
有限会社大和工務店
笹沼建設株式会社
株式会社三成建設 辞退
ムサシ建設工業株式会社 落札
株式会社大熊建設
富士建設工業株式会社
株式会社彩光建設
有限会社大和工務店
笹沼建設株式会社
株式会社三成建設 辞退
ムサシ建設工業株式会社 辞退
株式会社大熊建設
富士建設工業株式会社 落札
株式会社彩光建設
株式会社篠宮工務店 落札
株式会社大熊建設
株式会社高橋工務店
株式会社三成建設 辞退
笹沼建設株式会社 落札
株式会社三成建設 辞退
ムサシ建設工業株式会社 途中辞退
株式会社大熊建設 途中辞退
笹沼建設株式会社 途中辞退
株式会社三成建設 辞退
ムサシ建設工業株式会社 落札
株式会社大熊建設 途中辞退
日本自動機工株式会社
大同機工株式会社 落札
飯田鉄工株式会社
吉田工機株式会社
有限会社大和工務店 途中辞退
株式会社高橋工務店 落札
株式会社篠宮工務店 途中辞退
株式会社彩光建設 途中辞退
株式会社三成建設 辞退

H29.5.22 一般競争
八幡小学校Ｃ棟トイレ改修
工事

草加市八幡町６５番地 H29.5.31 H29.9.29 30,240,000

20,736,000H29.5.19
一般競争
→不落随契

川柳小学校Ｂ棟トイレ改修
工事

草加市青柳七丁目27番10
号

H29.5.26 H29.9.29

23,436,000H29.5.19
一般競争
→不落随契

草加小学校Ｂ棟（東側）ト
イレ改修工事

草加市住吉一丁目１１番６
４号

H29.5.26 H29.9.29

H29.5.19 一般競争
排水施設改修工事（金右
衛門樋管ゲート）

草加市　金明町　地内 H29.5.24 H29.11.20 23,652,000

H29.5.19 一般競争
青柳小学校Ｂ棟トイレ改修
工事

草加市青柳三丁目１７番１
号

H29.5.26 H29.9.29 27,000,000

62,910,000

H29.5.17 一般競争
瀬崎中学校屋内運動場非
構造部材等改修工事

草加市瀬崎五丁目３番１
号

H29.5.22 H29.9.22 85,104,000

H29.5.15 H29.5.16 H29.9.22一般競争
松江中学校屋内運動場非
構造部材等改修工事

草加市松江三丁目１４番３
３号

H29.5.12 H29.5.12 H29.7.31一般競争 中央図書館空調機修繕
草加市立中央図書館（草
加市松原一丁目１番９号）

12,960,000



株式会社三成建設 落札
株式会社大熊建設
ムサシ建設工業株式会社
笹沼建設株式会社 辞退
日本自動機工株式会社
大同機工株式会社 落札
飯田鉄工株式会社
吉田工機株式会社
株式会社三成建設 辞退
富士建設工業株式会社 途中辞退
株式会社彩光建設 落札
有限会社大和工務店 落札
笹沼建設株式会社 途中辞退
株式会社三成建設 辞退
株式会社大熊建設 途中辞退
富士建設工業株式会社 途中辞退
株式会社大熊建設 落札
笹沼建設株式会社 途中辞退
株式会社篠宮工務店 途中辞退
富士建設工業株式会社 途中辞退
株式会社三成建設 辞退
大同機工株式会社 落札
日本自動機工株式会社
吉田工機株式会社
有限会社大和工務店
株式会社三成建設 辞退
株式会社大熊建設
富士建設工業株式会社 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 落札
株式会社大熊建設 途中辞退
ムサシ建設工業株式会社 途中辞退
株式会社三成建設 辞退

株式会社大熊建設 落札

株式会社高橋工務店

株式会社高橋工務店 落札

株式会社大熊建設

H29.5.26 一般競争
つばさの森トイレ洋式化工
事

草加市柿木町1105番地2 H29.5.29 H29.9.8 2,160,000

35,424,000

H29.5.30 一般競争
障がい者用トイレベット設
置工事

草加市松江一丁目８番他
１施設

H29.5.31 H29.7.31 1,609,200

H29.5.26
一般競争
→不落随契

谷塚・栄中学校屋内運動
場非構造部材等改修工事

草加市谷塚上町６２番地
（谷塚中学校）、草加市松
原三丁目３番１号（栄中学
校）

H29.6.1 H29.9.22

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）

39,960,000

両新田小学校Ａ棟（東側）
トイレ改修工事

草加市両新田西町５５番
地

H29.6.1 H29.9.29 40,932,000

H29.5.26 H29.6.1 H29.9.22一般競争
新田・青柳中学校屋内運
動場非構造部材等改修工
事

30,780,000

H29.5.24 一般競争
松江第１排水機場改修工
事（除塵機等）

草加市　松江五丁目　地
内

H29.6.1 H30.2.26 72,327,600

H29.5.24
一般競争
→不落随契

瀬崎小学校Ｂ棟トイレ改修
工事

草加市瀬崎二丁目３２番１
号

H29.6.1 H29.9.29

36,288,000H29.5.24
一般競争
→不落随契

新栄小学校Ａ棟（西側）ト
イレ改修工事

草加市新栄四丁目９５９番
地

H29.5.31 H29.9.29

H29.5.26 一般競争

H29.5.24
一般競争
→不落随契

小山小学校Ｂ棟トイレ改修
工事

草加市小山二丁目８番１
号

H29.5.31 H29.9.29 36,936,000

排水施設改修工事（青柳
一丁目ゲート及び青柳二
丁目ゲート）

草加市　青柳一丁目、青
柳二丁目　地内

H29.5.24 H29.12.20 43,632,000

H29.5.22 一般競争
清門小学校Ｂ棟トイレ改修
工事

草加市清門三丁目37番地
1

H29.5.31 H29.9.29 29,700,000

H29.5.22 一般競争


