
草加市工事入札結果　平成23年度分（平成23年4～6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）大翔建設 契約

草加市管工事業協同組合 契約

（株）はじめ工業 契約

（有）松大工業 契約

（有）渡辺建設工業 契約

（有）宏建 契約

（株）小林設備 契約

大一工業（株） 契約

（株）大翔建設 契約

（株）はじめ工業 契約

（有）渡辺建設工業 契約

大一工業（株） 契約

第一管工（株） 契約

（株）大翔建設 契約

（有）松大工業 契約

（有）渡辺建設工業 契約

（株）小林設備

富士建設工業（株） 契約

（有）宏建

（有）祝設備工業所 途中辞退

（株）今泉水道 契約

（有）東洋開発

（株）小林設備

第一管工（株）

竹内セントラル（株）

（株）セントラル設備

ムサシ建設工業（株） 契約

（株）大熊建設

笹沼建設（株）

富士建設工業（株）

（株）英美建設

富士建設工業（株） 契約

大一工業（株）

ナガヤス工業（株）

長栄建設工業（株）

（株）三成建設

（株）小林設備

（有）新井建設 契約

（有）宏建

（株）セントラル設備 辞退

（有）新井建設 契約

（有）祝設備工業所

（有）宏建

三成・ムサシ特定建設工事共同企業体 契約

笹沼・大熊特定建設工事共同企業体

笹沼建設（株） 契約

（株）大熊建設

ムサシ建設工業（株）

（株）英美建設

（有）双位建設 契約

（有）祝設備工業所

（有）正木設備

（株）セントラル設備 入札書不着

H23.11.14    241,500,000

H23.5.25 811 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第１３号配水管布設工事 新善町地内 H23.5.31 H23.9.27       6,510,000

H23.5.20 600 一般競争入札 新田中学校Ａ－１棟耐震補強工事 長栄町７６７番地 H23.6.16

H23.8.23       3,675,000

H23.5.18 6 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（A-204号水路） 松原五丁目地内 H23.5.20 H23.8.18       2,940,000

H23.5.18 5 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（C-160号水路） 草加三丁目地内 H23.5.20

H23.9.22       7,665,000

H23.5.17 604 一般競争入札
（事後審査型）

瀬崎小学校校庭・搬入路造成工事 瀬崎町２４１番　外 H23.5.20 H23.9.20     26,145,000

H23.5.17 603 一般競争入札
（事後審査型）

草加小学校屋内運動場耐震補強工
事

住吉一丁目１１番６４号 H23.5.25

H23.6.30       3,097,500

H23.5.16 605 一般競争入札
（事後審査型）

市民温水プール温水循環機交換工事 柿木町１６３番地１ H23.5.17 H23.7.15       9,135,000

H23.5.13 4 一般競争入札
（事後審査型）

防火水槽解体工事（2工区） 柳島町地内 H23.5.16

H24.3.31  複数単価

H23.5.10 2 公募型見積合
（複数者契約）

公共下水道本管工事（単価契約） 市内全域 H23.5.25 H24.3.30  複数単価

H23.5.10 1 公募型見積合
（複数者契約）

舗装道の部分補修工事及び道路施設
小規模工事（単価契約）

市内全域 H23.5.25

H23.7.26       3,969,000

H23.5.2 3 公募型見積合
（複数者契約）

公共下水道取付管工事（単価契約） 市内全域 H23.5.11 H24.3.30  複数単価

H23.5.24 613 一般競争入札
（事後審査型）

市民温水プール天井等復旧工事 柿木町１６３番地１ H23.5.31



草加市工事入札結果　平成23年度分（平成23年4～6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

新日本建設工業（株） 契約

（株）埼玉車輌

（株）三成建設

（有）立花建設工業

ナガヤス工業（株）

草加建設（株）

（株）岩渕産業

（株）小林設備 失格

（株）井戸梅 失格

大一工業（株） 辞退

(有)宏建 契約

(有)祝設備工業所

（株）マイクロエレベーター 契約

広洋産業（株）

中央エレベーター工業（株） 辞退

(有)新井建設 契約

(有)宏建

(株)セントラル設備

（株）大熊建設 契約

笹沼建設（株）

富士建設工業（株） 途中辞退

（有）大和工務店 契約

ムサシ建設工業（株）

（株）篠宮工務店

笹沼建設（株）

（株）ケイワイテック 契約

（有）高橋電気

（株）サクノ電気

東武電設（株）

（株）サトウ電機

（株）篠宮工務店 契約

（有）大和工務店

笹沼建設（株）

（株）高橋工務店

東武電設（株） 契約

（株）サトウ電機

（株）サクノ電気

（有）高橋電気

（株）ケイワイテック 失格

富士建設工業（株） 契約

（株）大熊建設

ムサシ建設工業（株）

笹沼建設（株） 辞退

（株）小林設備 契約

井坂興業（株）

（株）大翔建設

草加建設（株）

（株）三成建設

（株）埼玉車輌

（有）立花建設工業

ナガヤス工業（株）

新日本建設工業（株）

（株）井戸梅

第一管工（株） 失格

（株）斉藤興業 辞退

（株）はじめ工業 入札書不着

H23.11.14     20,769,000H23.6.8 813 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第１４号配水管布設工事 青柳二丁目・六丁目地
内

H23.6.17

H23.8.31       5,040,000

H23.6.8 601 一般競争入札
（事後審査型）

草加中学校Ｂ棟耐震補強工事 氷川町２１７９番地４ H23.6.14 H23.10.12     61,950,000

H23.6.7 615 一般競争入札
（事後審査型）

テレビ受信施設デジタル化改修工事
（小学校）

瀬崎町２４１番地　他１５
箇所

H23.6.9

H23.8.31       1,627,500

H23.6.7 602 一般競争入札
（事後審査型）

栄中学校Ｃ・Ｄ棟耐震補強工事 松原三丁目３番１号 H23.6.16 H23.9.30     46,200,000

H23.6.6 616 一般競争入札
（事後審査型）

テレビ受信施設デジタル化改修工事
（中学校）

氷川町２１７９番地４　他
１０箇所

H23.6.13

H23.10.11     40,425,000

H23.6.6 608 一般競争入札
（事後審査型）

新里小学校Ａ棟耐震補強工事 新里町７５９番地 H23.6.10 H23.10.11     24,780,000

H23.6.6 607 一般競争入札
（事後審査型）

清門小学校屋内運動場耐震補強工
事

清門町５５２番地 H23.6.10

H23.8.31       3,184,650

H23.6.6 7 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（E-147号水路） 谷塚上町地内 H23.6.6 H23.10.19       8,400,000

H23.6.2 614 一般競争入札
（事後審査型）

氷川小学校階段昇降機設置工事 氷川町４４８番地 H23.6.2

H23.7.28       5,764,500

H23.5.31 9 一般競争入札
（事後審査型）

小規模水路復旧工事（G－02号水路） 柿木町地内 H23.5.31 H23.8.29       3,339,000

H23.5.25 812 一般競争入札
（事後審査型）

舗装復旧工事 住吉二丁目地内 H23.5.30



草加市工事入札結果　平成23年度分（平成23年4～6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）はじめ工業

（株）埼玉車輌

（株）小林設備

（有）立花建設工業

ムサシ建設工業（株） 契約

富士建設工業（株）

笹沼建設（株）

（株）大熊建設

（有）渡辺建設工業 契約

（株）小林設備

（株）埼玉車輌

（株）はじめ工業

（有）松大工業 失格

（有）立花建設工業 辞退

（有）宏建 契約

（有）祝設備工業所 途中辞退

（有）立花建設工業 辞退

（株）岩渕産業 辞退

新日本建設工業（株） 契約

（株）三成建設

三ツ和総合建設業協同組合

世紀東急工業（株）

（株）埼玉車輌

（株）NIPPO

ニチレキ（株）

日本道路（株）

草加建設（株）

埼玉永盛工業（株） 契約

（株）サンエイ企画 契約

道路開発（株） 契約

（株）富国ライナー 契約

交通工業（株）

笹沼建設（株） 契約

（株）三成建設

ムサシ建設工業（株）

（有）大和工務店 契約

ムサシ建設工業（株）

笹沼建設（株）

（株）大熊建設

（有）斉藤造園工事 契約

（有）若林造園

（株）二木造園土木

（有）光樹園

新日本建設工業（株） 契約

ナガヤス工業（株）

（株）島村工業

三ツ和総合建設業協同組合

（株）杉本土建工業

草加建設（株） 辞退

（株）三成建設 辞退

H24.3.15    109,068,750H23.6.20 11 一般競争入札
（事後審査型）

（仮称）毛長川人道橋架橋工事（上部
工・取付道路工）及び毛長川遊歩道照
明整備工事

新里町、東京都足立区
舎人三丁目地内

H23.6.24

H23.9.5     10,185,000

H23.6.16 619 一般競争入札
（事後審査型）

原第４公園災害復旧工事 原町二丁目地内 H23.6.16 H23.9.30     17,640,000

H23.6.16 618 一般競争入札
（事後審査型）

記念体育館天井等復旧工事 瀬崎町１３９８番地 H23.6.20

H24.3.30  複数単価

H23.6.15 606 一般競争入札 花栗中学校Ａ・Ｂ棟耐震補強工事 花栗四丁目１５番１２号 H23.6.17 H23.11.14    147,000,000

H23.6.15 16 公募型見積合
（複数者契約）

交通安全施設整備工事（単価契約） 市内全域 H23.6.28

H23.10.14       9,009,000

H23.6.15 15 一般競争入札
（事後審査型）

公共下水道第4・5処理分区舗装復旧
工事（その2）

西町、谷塚町、谷塚仲町
地内

H23.6.15 H23.12.28     13,380,360

H23.6.15 14 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（E-156号水路） 両新田東町地内 H23.6.16

H24.2.29    102,900,000

H23.6.15 13 一般競争入札
（事後審査型）

公共下水道第3処理分区汚水枝線工
事（23-10）

柳島町地内 H23.6.15 H23.10.13     13,702,500

H23.6.13 610 一般競争入札
（事後審査型）

（仮称）消防谷塚ステーション建設工
事（建築工事）

谷塚町５２５番地２、５ H23.6.15

H23.6.13 12 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（F-07・F-527号水
路）

稲荷四丁目地内 H23.6.13 H23.11.10     14,647,500



草加市工事入札結果　平成23年度分（平成23年4～6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

大土建工業（株） 契約

（有）宏建

（有）雅興業 途中辞退

古敷谷電設（株） 契約

（有）高橋電気 契約

東武電設（株） 契約

芳賀電気工事（有） 契約

(株)はじめ工業 契約

（株）サクノ電気

三吉電気（株）

大土建工業（株） 契約

（有）宏建

（株）サクノ電気 契約

三吉電気（株）

（株）ケイワイテック

（有）高橋電気

竹内セントラル（株） 契約

第一管工（株）

（株）小林設備

（株）今泉水道

（有）東洋開発

（株）井戸梅

（株）セントラル設備

（株）チンゼイ 入札書不着

（株）斉藤興業 契約

大一工業（株）

ナガヤス工業（株）

新日本建設工業（株） 失格

草加建設（株） 失格

（株）三成建設 失格

草加市管工事業協同組合 契約

（株）セントラル設備

竹内セントラル（株）

（有）東洋開発

（株）小林設備 辞退

（株）井戸梅 入札書不着

ナガヤス工業（株） 契約

長栄建設工業（株） 途中辞退

(株)誠環 辞退

長栄建設工業（株） 契約

(有)宏建

（有）新井建設

（株）高橋工務店 契約

ナガヤス工業（株）

笹沼建設（株）

ムサシ建設工業（株）

富士建設工業（株）

（株）三成建設 契約

草加建設（株）

大一工業（株）

ナガヤス工業（株）

（株）斉藤興業

新日本建設工業（株） 失格

（有）大和工務店 契約

ムサシ建設工業（株）

笹沼建設（株）

（株）大熊建設

H23.6.21 18

H23.6.21 500 一般競争入札
（事後審査型）

盛土整地工事（２３－２） 新田西部土地区画整理
事業地内

H23.6.22

公募型見積合
（複数者契約）

都市照明施設整備工事（単価契約） 市内全域 H23.6.30

H23.10.11       6,510,000

H24.3.30  複数単価

H23.6.20 17 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（A-277号水路） 稲荷四丁目地内 H23.6.22

H23.9.20       6,195,000

H23.6.21 611 一般競争入札
（事後審査型）

（仮称）消防谷塚ステーション建設工
事（電気設備工事）

谷塚町５２５番地２、５ H23.6.24 H24.2.29     23,100,000

H23.6.21 612 一般競争入札
（事後審査型）

（仮称）消防谷塚ステーション建設工
事（機械設備工事）

谷塚町５２５番地２、５ H23.6.24 H24.2.29     21,000,000

H23.6.22 814 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第２４号配水管布設替工事 吉町三丁目地内 H23.6.29 H24.1.31     45,150,000

H23.6.24 620 一般競争入札
（事後審査型）

そうか公園給湯施設設置工事 柿木町２７２番地１ H23.6.24 H23.8.23       2,467,500

H23.6.24 621 一般競争入札
（事後審査型）

西町児童クラブ専用施設外構工事 西町２７０番地 H23.6.24 H23.9.7       3,759,000

H23.6.27 19 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（23-13）

西町地内 H23.6.27 H23.9.26       2,383,500

H23.6.27 617 一般競争入札
（事後審査型）

消防署ホース乾燥塔解体及び新設工
事

神明二丁目２番２号 H23.6.27 H23.8.26       2,205,000

H23.6.27 815 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第１８号配水管布設工事 北谷三丁目、原町一丁
目地内

H23.7.1 H23.11.28     23,992,500

H23.6.29 622 一般競争入札 両新田小学校屋内運動場耐震補強
工事

両新田西町５５番地 H23.6.30 H23.10.28     16,590,000


