
草加市工事入札結果　平成23年度分（平成24年1～3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

ナガヤス工業（株） 契約

（有）渡辺建設工業

（株）三成建設

（株）白石建設

大一工業（株） 辞退

（株）今泉水道 契約

（株）小林設備

（株）井戸梅

長栄建設工業（株） 契約

（有）祝設備工業所

(有)宏建

（有）新井建設 入札書不着

大土建工業（株） 入札書不着

（有）新井建設 契約

（有）宏建

大土建工業（株） 入札書不着

（株）三成建設 契約

（株）斉藤興業

大一工業（株）

新日本建設工業（株）

（株）岩渕産業

（株）大翔建設 契約

(有)渡辺建設工業

井坂興業(株)

（株）埼玉車輌

(有)立花建設工業

（株）小林設備

(株)井戸梅

第一管工（株）

(株)はじめ工業 辞退

(株)誠環 入札書不着

(有)渡辺建設工業 契約

(株)誠環

(株)小林設備

大土建工業(株) 契約

(有)宏建

(株)小林設備 契約

（株）大翔建設

井坂興業（株）

（有）立花建設工業

第一管工（株）

（有）渡辺建設工業 辞退

（株）はじめ工業 辞退

（株）誠環 辞退

（株）埼玉車輌 辞退

（株）岩渕産業 契約

草加建設（株）

（株）斉藤興業

(株)三成建設

新日本建設工業（株）

大一工業（株） 辞退

H24.7.3       6,972,000

H24.2.29 2403 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（A-145-1号水路） 長栄町地内 H24.2.29 H24.8.7      12,521,250

H24.2.29 803 一般競争入札
（事後審査型）

整備事業第1号配水管布設工事 谷塚町地内 H24.3.6

H24.7.9      12,012,000

H24.2.27 2406 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（C-135・139-1号水
路）

花栗一丁目地内 H24.2.28 H24.6.7       7,654,500

H24.2.27 2404 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（C-206号水路） 西町地内 H24.2.28

H24.6.29      11,434,500

H24.2.27 802 一般競争入札
（事後審査型）

整備事業第2号配水管布設工事 谷塚町地内 H24.2.29 H24.6.27       8,036,700

H24.2.27 801 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第5号配水管布設工事 柳島町地内 H24.3.2

H24.6.14       7,875,000

H24.2.15 2402 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 H24.2.15 H24.7.4       7,560,000

H24.2.15 2401 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（F-235号水路） 青柳八丁目地内 H24.2.15

長栄町７６２番地 H24.1.18 H24.3.30       6,510,000

清門町５７１番地 H24.1.10 H24.3.12       3,255,000H24.1.10 648 一般競争入札
（事後審査型）

新田西文化センター駐車場改修工事

H24.1.17 649 一般競争入札
（事後審査型）

長栄小学校プールろ過装置改修工事
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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

（有）立花建設工業

井坂興業（株）

（株）誠環 辞退

（株）小林設備 入札書不着

大一工業（株） 契約

ナガヤス工業（株）

（株）斉藤興業 失格

新日本建設工業（株） 失格

草加建設（株） 失格

（株）三成建設 失格

（株）岩渕産業 失格

笹沼建設（株） 契約

（株）高橋工務店

（株）三成建設

（株）井戸梅 契約

井坂興業（株）

（有）立花建設工業

第一管工（株） 失格

（株）小林設備 失格

（株）誠環 辞退

（株）はじめ工業 辞退

（株）埼玉車輌 辞退

第一管工（株） 契約

（有）渡辺建設工業

（株）誠環

（株）はじめ工業

（株）小林設備

（有）立花建設工業 辞退

（株）はじめ工業 契約

（有）松大工業

（株）小林設備

（有）渡辺建設工業

第一管工（株）

井坂興業（株）

（有）立花建設工業

（株）誠環 辞退

（有）祝設備工業所 契約

長栄建設工業（株）

（株）セントラル設備

大土建工業（株）

(有)宏建 契約

長栄建設工業(株) 途中辞退

大土建工業（株） 途中辞退

（株）セントラル設備 契約

長栄建設工業（株）

(有)祝設備工業所

(有)正木設備

大土建工業（株） 入札書不着

H24.6.18       4,809,000H24.3.13 808 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第7号配水管布設工事 花栗一丁目地内 H24.3.21

H24.8.9       6,510,000

H24.3.12 2415 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（認定予定道路24-2） 吉町一丁目地内 H24.3.13 H24.7.31       5,145,000

H24.3.12 2413 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道20414号線） 松江一丁目地内 H24.3.12

H24.8.9       9,975,000

H24.3.12 2410 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道10433号線） 北谷三丁目地内 H24.3.12 H24.8.9      10,473,750

H24.3.12 2409 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（認定予定道路24-3） 氷川町地内 H24.3.12

H24.3.30       2,884,350

H24.3.12 807 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第6号配水管布設工事 青柳三丁目地内 H24.3.26 H24.7.13       8,342,250

H24.3.9 650 一般競争入札
（事後審査型）

瀬崎中学校金工室改修工事 瀬崎五丁目３番１号 H24.3.9

H24.7.9       8,431,500

H24.3.2 800 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第3号配水管布設替工事 長栄町地内 H24.3.9 H24.8.6      23,604,000

H24.2.29 2405 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（F-353・354号水路） 青柳六丁目地内 H24.3.1
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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)埼玉車輌 契約

第一管工（株）

(株)大翔建設

（有）松大工業 辞退

（株）小林設備 辞退

（株）はじめ工業 辞退

（有）立花建設工業 辞退

（株）誠環 辞退

ナガヤス工業（株） 契約

新日本建設工業（株）

（株）岩渕産業

（株）三成建設

（株）斉藤興業

大一工業（株） 辞退

（有）渡辺建設工業 契約

第一管工（株）

（有）立花建設工業

（有）松大工業

（株）大翔建設

井坂興業（株）

（株）誠環 辞退

（株）はじめ工業 辞退

（株）小林設備 辞退

（有）渡辺建設工業 契約

第一管工（株）

（株）誠環

（株）小林設備 辞退

（株）はじめ工業 辞退

（有）立花建設工業 辞退

大土建工業（株） 契約

長栄建設工業（株）

（有）新井建設 入札書不着

（株）岩渕産業 契約

ナガヤス工業（株）

（株）斉藤興業

新日本建設工業（株）

（株）三成建設 失格

草加建設（株） 辞退

大一工業（株） 辞退

（株）斉藤興業 契約

ナガヤス工業（株）

大一工業（株）

新日本建設工業（株） 失格

（株）三成建設 失格

草加建設（株） 失格

（株）岩渕産業 辞退

（株）白石建設 入札書不着

新日本建設工業（株） 契約

ナガヤス工業（株）

（株）斉藤興業

（株）岩渕産業

（株）三成建設

大一工業（株）

草加建設（株）

（株）白石建設 入札書不着

H24.10.15      59,606,715H24.3.21 805 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第1号配水管布設替工事 柿木町地内 H24.3.28

H24.9.10      17,535,000

H24.3.19 806 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第2号配水管布設替工事 新栄町地内 H24.3.28 H24.9.25      40,845,000

H24.3.16 2407 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道40279、40333号
線）

瀬崎七丁目地内 H24.3.23

H24.8.13       8,809,500

H24.3.14 2414 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（認定予定道路24-4） 西町地内 H24.3.16 H24.7.16       5,985,000

H24.3.14 2412 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（認定予定道路24-1） 氷川町地内 H24.3.15

H24.8.22      11,235,000

H24.3.14 2411 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道10413号線） 新善町地内 H24.3.15 H24.8.13       8,809,500

H24.3.14 2408 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道40040号線） 稲荷五丁目地内 H24.3.15

H24.3.14 804 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第4号配水管布設替工事 金明町、八幡町地内 H24.3.19 H24.6.26      12,369,000


