
草加市工事入札結果　平成23年度分（平成23年10～12月分）
※契約額は税込

入札日 № 契約方法 件名 場所 契約日 契約終了日 契約額 業者名 結果

（株）岩渕産業 契約

大一工業（株）

（株）斉藤興業

（株）三成建設

新日本建設工業（株） 失格

（有）立花建設工業 契約

（株）小林設備

（有）渡辺建設工業

井坂興業（株）

（株）誠環 辞退

（有）新井建設 契約

（株）誠環 途中辞退

（株）小林設備 辞退

（有）立花建設工業 辞退

（有）北谷造園 契約

（有）松波園

（株）イワナガ

（有）光樹園

大土建工業（株） 契約

長栄建設工業（株）

（有）祝設備工業所 途中辞退

井坂興業（株） 契約

（株）誠環 途中辞退

（有）立花建設工業 途中辞退

（株）小林設備 辞退

昱（株） 契約

（株）第一テクノ

（株）篠宮工務店 契約

富士建設工業（株）

ムサシ建設工業（株） 失格

（有）大和工務店 辞退

竹内セントラル（株） 契約

（株）今泉水道

草加市管工事業協同組合 途中辞退

（株）小林設備 途中辞退

（有）祝設備工業所 契約

（有）正木設備

（株）セントラル設備

長栄建設工業（株）

富士建設工業（株） 契約

（株）大熊建設

三ツ和総合建設業協同組合 契約

（株）三成建設

大一工業（株）

（株）斉藤興業

新日本建設工業（株）

ナガヤス工業（株） 辞退

草加建設（株） 辞退

（株）岩渕産業 辞退

（株）斉藤興業 契約

大一工業（株）

新日本建設工業（株）

（株）三成建設

ナガヤス工業（株）

（株）岩渕産業 辞退

H24.3.26      26,460,000

H23.10.28 71 一般競争入札
（事後審査型）

水辺環境整備工事（葛西用水路）2工
区及び道路改良工事（市道20246号
線）

青柳四・五丁目地内 H23.11.2 H24.3.26      34,965,000

H23.10.28 59 一般競争入札
（事後審査型）

公共雨水管渠築造工事（伝右川右岸
第5・6排水区枝線）23-5

原町一丁目・北谷二丁
目地内

H23.11.2

H23.10.5 57 一般競争入札
（事後審査型）

公共雨水管渠築造工事（綾瀬川右岸
第14排水区中央雨水幹線）23-2及び
公共下水道第5処理分区汚水枝線工
事（23-14）

氷川町地内 H23.10.13 H24.3.26      51,423,750

H23.10.24 77 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（C-156号水路） 草加四丁目地内 H23.10.25 H24.3.30      14,175,000

H23.10.24 78 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（F-492号水路） 弁天四丁目地内 H23.10.26 H24.3.30      12,600,000

H23.10.24 83 一般競争入札
（事後審査型）

植栽移植工事（市道1050号線） 松江一丁目、松江二丁
目地内

H23.10.25 H24.3.23       8,400,000

H23.10.25 827 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第３５号配水管切回し工事 花栗三丁目地内 H23.11.1 H24.1.30       5,775,000

H23.10.26 79 一般競争入札
（事後審査型）

水辺環境整備工事（葛西用水路・左
岸修景工）5工区

青柳七丁目地内 H23.10.28 H24.3.16      11,865,000

H23.10.26 82 一般競争入札
（事後審査型）

ポンプ施設改良工事（隧道部） 谷塚町地内 H23.10.28 H24.3.16      14,311,500

H23.10.26 633 一般競争入札
（事後審査型）

たかさご保育園屋根及び外壁改修工
事

吉町五丁目１番４８号 H23.10.27 H24.2.24       9,975,000

H23.10.26 634 一般競争入札
（事後審査型）

松楽苑スプリンクラー新設工事 柿木町１８８番地 H23.10.31 H24.3.15      21,525,000

H23.10.26 826 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第２０号配水管布設工事 谷塚町、谷塚仲町地内 H23.11.1 H24.2.20       7,507,500

H24.1.27      15,435,000H23.10.27 632 一般競争入札
（事後審査型）

中央公民館クラブ室防音化改修工事 住吉二丁目９番１号 H23.10.28



草加市工事入札結果　平成23年度分（平成23年10～12月分）
※契約額は税込

入札日 № 契約方法 件名 場所 契約日 契約終了日 契約額 業者名 結果

（株）三成建設 契約

（株）岩渕産業

（株）斉藤興業

（有）渡辺建設工業 契約

井坂興業（株）

大一工業（株）

新日本建設工業（株） 辞退

ナガヤス工業（株） 契約

新日本建設工業（株）

（株）斉藤興業 失格

（株）三成建設 失格

大一工業（株） 辞退

（株）岩渕産業 辞退

（株）斉藤興業 契約

ナガヤス工業（株）

新日本建設工業（株）

大一工業（株）

（株）岩渕産業

（株）三成建設

草加建設（株）

第一管工（株） 契約

（株）小林設備

（有）渡辺建設工業

（有）立花建設工業 辞退

（株）誠環 辞退

（株）大熊建設 契約

ムサシ建設工業（株）

大土建工業（株） 契約

長栄建設工業（株）

（有）祝設備工業所

永島建設工業（株）

（有）新井建設 契約

大土建工業（株） 途中辞退

大一工業（株） 契約

井坂興業（株） 途中辞退

新日本建設工業（株） 辞退

第一管工（株） 契約

（有）立花建設工業

（株）井戸梅

（株）誠環

（株）大翔建設

長栄建設工業（株） 契約

大土建工業（株）

（有）祝設備工業所

（株）前澤エンジニアリングサービス 契約

荏原商事（株）

長栄建設工業（株） 契約

大土建工業（株）

（有）宏建

井坂興業（株） 契約

（株）誠環

（株）小林設備

（有）立花建設工業

（株）埼玉車輌 辞退

H24.3.26      16,275,000H23.11.11 86 一般競争入札
（事後審査型）

水辺環境整備工事（葛西用水路･人
道橋下部工）1工区

青柳四丁目･六丁目地
内

H23.11.14

H24.3.30       7,560,000

H23.11.9 91 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（C-276号水路） 氷川町地内 H23.11.10 H24.2.20       3,570,000

H23.11.9 90 一般競争入札
（事後審査型）

公共雨水排水機場機械設備改修工
事（中央ポンプ場ゲート）23-8

手代町地内 H23.11.10

H24.3.30       9,450,000

H23.11.9 88 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道31548号線）及び
公共下水道第5処理分区舗装復旧工
事（その4）

西町地内 H23.11.10 H24.2.28       5,145,000

H23.11.7 829 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第２５号水管橋添架替工事 新栄町地内 H23.11.9

H24.2.29       5,670,000

H23.11.4 828 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第１９号配水管布設工事 西町、氷川町地内 H23.11.17 H24.3.15      25,305,000

H23.11.2 81 一般競争入札
（事後審査型）

公共下水道第9処理分区汚水枝線工
事（23-7）

清門町地内 H23.11.7

H24.1.5       3,160,500

H23.11.2 80 一般競争入札
（事後審査型）

水辺環境整備工事（葛西用水路・護
岸修景工）6工区

稲荷四・六丁目地内 H23.11.4 H24.3.5       6,825,000

H23.10.31 631 一般競争入札
（事後審査型）

青少年交流センター建具等改修工事 谷塚町７５２番地 H23.10.31

H24.3.26      27,090,000

H23.10.31 76 一般競争入札
（事後審査型）

3・4・8谷塚松原線街路築造工事（延
伸部）

谷塚町地内 H23.11.2 H24.3.30      16,800,000

H23.10.31 73 一般競争入札
（事後審査型）

水辺環境整備工事（葛西用水路）4工
区

青柳五丁目地内 H23.11.2

H24.3.26      42,840,000

H23.10.28 74 一般競争入札
（事後審査型）

公共下水道第2処理分区汚水枝線工
事（23-17）

松江五丁目、松江六丁
目地内

H23.11.2 H24.3.21      18,732,000

H23.10.28 72 一般競争入札
（事後審査型）

水辺環境整備工事（葛西用水路）3工
区及び道路改良工事（市道20246号
線）

青柳五丁目地内 H23.11.2

H23.10.28 824 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第１５号配水管布設工事 柳島町、遊馬町地内 H23.11.9 H24.2.29      28,350,000



草加市工事入札結果　平成23年度分（平成23年10～12月分）
※契約額は税込

入札日 № 契約方法 件名 場所 契約日 契約終了日 契約額 業者名 結果

（有）立花建設工業 契約

（株）誠環

中央建設協同組合

井坂興業（株）

忠和総合建設業協同組合

（株）小林設備 辞退

（株）埼玉車輌 辞退

新日本建設工業（株） 契約

大一工業（株）

（株）三成建設

（株）誠環 契約

（有）渡辺建設工業 途中辞退

（有）松大工業 辞退

（株）大翔建設 入札書不着

井坂興業（株） 入札書不着

三吉電気（株） 契約

（株）ケイワイテック

古敷谷電設（株）

（有）高橋電気

（有）新井建設 契約

（株）三成建設

富士建設工業（株）

ムサシ建設工業（株）

大一工業（株）

大土建工業（株） 契約

（有）宏建

ライン企画工業（株） 契約

会田塗装（株）

（株）オオクマ塗装

（株）鈴木

（株）アケボノ 辞退

(有)大和工務店 契約

（株）大熊建設

笹沼建設（株）

古敷谷電設(株) 契約

(株)ケイワイテック

三吉電気（株）

(有)高橋電気

(株)サクノ電気

ナガヤス工業（株） 契約

（株）三成建設 失格

（株）今泉水道 契約

竹内セントラル（株）

（有）松大工業 契約

大一工業（株）

新日本建設工業（株）

（株）白石建設

大土建工業（株） 契約

（有）祝設備工業所
三ツ和・新日本特定建設工事共同企業
体 契約
東武建設・斉藤興業特定建設工事共
同企業体

淺沼・三成特定建設工事共同企業体

（株）彩光建設 契約

（株）大熊建設

（株）篠宮工務店

H23.12.2 639 一般競争入札
（事後審査型）

環境業務センター塵芥車両車庫屋根
改修工事

青柳六丁目２３番３号 H23.12.7

H24.3.31      94,500,000

H24.2.20       2,624,968

H23.12.1 94 一般競争入札 古川橋架換工事（上部工・取付道路
工）

青柳五丁目、八幡町地
内

H23.12.15

H24.3.28      17,430,000H23.11.28 97 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道1045号線） 花栗二丁目地内 H23.12.1

H24.3.30       4,924,500

H23.11.25 99 一般競争入札
（事後審査型）

排水施設小規模工事（横手堀ポンプ
場）

谷塚上町地内 H23.11.28 H24.2.27       1,470,000

H23.11.25 98 一般競争入札
（事後審査型）

原新田橋補修工事 原町三丁目地内他 H23.11.28

H24.3.1       5,470,500

H23.11.21 638 一般競争入札
（事後審査型）

電波障害対策施設撤去工事（中学
校）

谷塚上町地内　他５地内 H23.11.22 H24.3.16       7,350,000

H23.11.21 636 一般競争入札
（事後審査型）

きたや保育園３・４歳児室トイレ改修
工事

松原四丁目３番１号 H23.11.22

H24.3.1       5,722,500

H23.11.21 96 一般競争入札
（事後審査型）

八条大橋歩道橋補修工事 稲荷一丁目、神明二丁
目地内

H23.11.28 H24.3.30       6,368,250

H23.11.21 95 一般競争入札
（事後審査型）

谷塚仲マンホールポンプ制御盤移設
工事

谷塚仲町地内 H23.11.22

H24.3.15       1,627,500

H23.11.17 92 一般競争入札
（事後審査型）

資材置場整備工事 氷川町、吉町地内 H23.11.21 H24.3.12       3,990,000

H23.11.15 637 一般競争入札
（事後審査型）

電波障害対策施設撤去工事（小学
校）

住吉一丁目地内 H23.11.17

H24.3.30      36,461,250

H23.11.14 85 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道30168号線）及び
公共下水道第5処理分区舗装復旧工
事（その3）

西町地内 H23.11.17 H24.3.30      20,475,000

H23.11.14 84 一般競争入札
（事後審査型）

3・5・24瀬崎東町線街路築造工事、排
水路整備工事（C-316-1号水路）及び
公共下水道第6処理分区汚水枝線工
事（23-16）

瀬崎二・三・五丁目地内 H23.11.17

H23.11.11 87 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道20026号線）及び
排水路整備工事（G-106･107号水路）

柿木町地内 H23.11.14 H24.3.30      12,589,500

H23.11.28 830 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第３２号配水管切回し工事 北谷二丁目地内 H23.11.29 H24.2.27       5,985,000



草加市工事入札結果　平成23年度分（平成23年10～12月分）
※契約額は税込

入札日 № 契約方法 件名 場所 契約日 契約終了日 契約額 業者名 結果

（有）渡辺建設工業 契約

（株）白石建設

（株）三成建設

大土建工業（株）

（株）大熊建設 契約

（株）篠宮工務店 途中辞退

（株）彩光建設 途中辞退

（株）篠宮工務店 契約

富士建設工業（株）

（株）大熊建設

第一管工（株） 契約

（有）東洋開発 途中辞退

（株）今泉水道 途中辞退

竹内セントラル（株） 途中辞退

（株）松草 契約

会田塗装（株）

（株）小林設備 契約

（株）井戸梅

（株）今泉水道

（有）東洋開発 途中辞退

竹内セントラル（株） 途中辞退

第一管工（株） 辞退

（株）大熊建設 契約

（有）大和工務店

（株）彩光建設 途中辞退

富士建設工業（株） 契約

（有）立花建設工業

（株）誠環

（有）渡辺建設工業

（株）埼玉車輌

東日本電信電話（株） 契約

日本コムシス（株）

H24.3.19       8,904,000H23.12.22 647 一般競争入札
（事後審査型）

不法投棄監視システム改修工事 青柳六丁目２３番３号
他

H24.1.19

H24.3.30       6,720,000H23.12.20 101 一般競争入札
（事後審査型）

グラウンドゴルフ場整備工事（擁壁
工）

金明町地内 H23.12.20

     16,380,000

H23.12.19 646 一般競争入札
（事後審査型）

吉町集会所トイレ改修工事 吉町三丁目９番２４号 H23.12.20 H24.3.5       1,480,500

H23.12.13 H24.3.26       7,812,000

H23.12.14 642 一般競争入札
（事後審査型）

青柳中学校公共下水道管渠接続工
事

青柳八丁目５８番１０号 H23.12.15 H24.3.23

H23.12.13 644 一般競争入札
（事後審査型）

消防本部庁舎屋上防水工事 神明二丁目２番２号

H24.2.27640 一般競争入札
（事後審査型）

原町コミュニティセンター屋根防水工
事

原町一丁目６番１号       5,092,500

H23.12.13 641 一般競争入札
（事後審査型）

西町小学校公共下水道管渠接続工
事

西町２７０番地 H23.12.13 H24.3.23      12,810,000

H23.12.12 H23.12.13

H24.2.24       2,919,000

H23.12.9 645 一般競争入札
（事後審査型）

住吉児童館トイレ改修工事 住吉二丁目２番８号 H23.12.13 H24.2.13       1,627,500

H23.12.5 100 一般競争入札
（事後審査型）

公共下水道第4処理分区汚水枝線工
事（23-12）

苗塚町地内 H23.12.6


