
草加市工事入札結果　平成23年度分（平成23年7～9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

井坂興業（株） 契約

（有）立花建設工業

（有）渡辺建設工業

（株）はじめ工業 入札書不着

（株）埼玉車輌 失格

（株）小林設備 辞退

（株）誠環 辞退

（有）立花建設工業 契約

（株）小林設備

（有）渡辺建設工業

（株）はじめ工業 入札書不着

（株）誠環 辞退

(有)宏建 契約

(有)祝設備工業所

大土建工業(株) 入札書不着

（有）立花建設工業 契約

（株）小林設備

（有）渡辺建設工業

（株）はじめ工業

井坂興業（株）

（株）埼玉車輌

（株）誠環 辞退

(有)立花建設工業 契約

井坂興業(株)

（株）埼玉車輌

（株）小林設備

（株）はじめ工業 入札書不着

（有）渡辺建設工業 辞退

（株）誠環 辞退

第一管工（株） 辞退

富士建設工業（株） 契約

(有)宏建 途中辞退

草加建設(株) 契約

(有)立花建設工業

（株）三成建設

ナガヤス工業(株)

(株)大翔建設

（株）白石建設

第一管工(株)

(株)岩渕産業

（株）小林設備 失格

（株）埼玉車輌 失格

新日本建設工業（株） 失格

（株）はじめ工業 辞退

（株）井戸梅 辞退

（株）斉藤興業 辞退

草加建設（株） 契約

（株）三成建設

ナガヤス工業（株）

新日本建設工業（株）

（株）斉藤興業 失格

大一工業（株） 失格

（株）岩渕産業 辞退

H23.7.11 26 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（F-103号水路） 八幡町地内 H23.7.14

H23.7.20 22 一般競争入札
（事後審査型）

公共下水道第1-1処理分区柿木西幹
線等布設工事（23-1）

H23.7.11 30 一般競争入札
（事後審査型）

旧松原小学校南側歩道整備工事

H23.7.15 31

H23.12.16      14,259,000

H23.7.11 28 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 H23.7.14 H24.1.10      13,440,000

松原四丁目地内 H23.7.14 H23.10.3       8,085,000

H23.7.13 25 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（A-186号水路） 新善町地内 H23.7.20 H24.1.16      16,789,500

H23.7.13 27 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道20046号線） 柿木町地内 H23.7.14 H23.12.12      13,104,000

一般競争入札
（事後審査型）

防火水槽解体工事（1工区） 遊馬町地内 H23.7.19 H23.10.31       3,412,500

H23.7.19 817 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第２２号配水管布設替工事 瀬崎町地内 H23.7.27 H23.12.26      20,916,000

柿木町、青柳七丁目地
内

H23.7.27 H24.2.22      72,607,500



草加市工事入札結果　平成23年度分（平成23年7～9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

新日本建設工業(株)

大一工業（株）

草加建設（株）

ナガヤス工業(株)

(株)斉藤興業

（株）岩渕産業 辞退

草加建設（株） 契約

（株）三成建設

新日本建設工業（株）

（株）岩渕産業 失格

（株）斉藤興業 失格

ナガヤス工業（株） 失格

大一工業（株） 辞退

（有）新井建設 契約

大土建工業（株）

（有）宏建

（株）大熊建設 契約

笹沼建設（株）

ムサシ建設工業（株） 途中辞退

富士建設工業（株） 途中辞退

（株）三成建設 辞退

荏原商事（株） 契約

（株）第一テクノ
世紀東急・小林・渡辺特定建設工事共
同企業体 契約

三成・立花特定建設工事共同企業体
熊谷・ナガヤス特定建設工事共同企業
体
東武建設・斉藤興業特定建設工事共
同企業体

大土建工業（株） 契約

(有)宏建

大土建工業（株） 契約

（有）新井建設 途中辞退

(有)宏建 途中辞退

荏原商事(株) 契約

磯村豊水機工（株）

大同機工(株)

水道機工(株) 辞退

（株）高橋工務店 契約

笹沼建設（株）

（株）篠宮工務店 途中辞退

ムサシ建設工業（株） 辞退

（株）小林設備 契約

（有）松大工業

（有）立花建設工業

井坂興業（株）

（株）井戸梅

（株）大翔建設 失格

第一管工（株） 失格

（株）埼玉車輌 失格

（株）誠環 辞退

H23.7.28 819 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第１７号配水管布設工事

H23.7.25 34 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（23-5）

H23.7.20 23 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（G-01号水路）及び
道路改良工事（市道20012号線）

柿木町地内 H23.7.25 H24.3.21      61,110,000

H23.7.20 24 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（23-8）

金明町地内 H23.7.27 H24.3.5      56,227,500

H23.7.20 32 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道20784号線） 青柳五丁目地内 H23.7.22 H23.10.31       3,465,000

H23.7.22 20 一般競争入札
（事後審査型）

公共雨水排水機場建築設備耐震改
修工事（中央ポンプ場）23-3

手代町地内 H23.7.27 H24.3.8      54,075,000

H23.7.22 21 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）23-4

手代町地内 H23.7.27 H24.3.8      29,400,000

H23.7.25 33 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道2090号線） 花栗一丁目地内 H23.7.26 H23.11.24       8,295,000

谷塚仲町地内 H23.7.26 H23.11.24       8,190,000

H23.7.25 816 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第１０１号浄配水場施設更
新工事

旭町五丁目７番８号　旭
浄水場　他、市指定位置

H23.8.16 H24.3.31    109,200,000

H23.7.28 624 一般競争入札
（事後審査型）

勤労福祉会館トイレ等改修工事 旭町六丁目１３番２０号 H23.7.29 H23.11.28                   -

金明町地内 H23.8.18 H24.2.17      18,553,500

H24.3.15    153,798,750H23.7.22 623 一般競争入札 旧松原小学校土壌改良工事 松原四丁目６番１号 H23.9.22



草加市工事入札結果　平成23年度分（平成23年7～9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）埼玉車輌 契約

（有）立花建設工業

（株）大翔建設

（株）小林設備

第一管工（株）

（株）井戸梅 失格

（株）誠環 辞退

富士建設工業（株） 契約

（有）宏建 途中辞退

第一管工（株） 契約

（株）小林設備

（株）井戸梅

（株）誠環 辞退

（株）埼玉車輌 入札書不着

（株）誠環 契約

（株）小林設備

（有）渡辺建設工業

井坂興業（株）

（株）埼玉車輌 辞退

(有)宏建 契約

(有)祝設備工業所 途中辞退

大土建工業(株) 途中辞退

（株）岩渕産業 契約

（株）小林設備

（有）渡辺建設工業

（株）白石建設

井坂興業（株）

大一工業（株）

（株）誠環

ナガヤス工業（株）

（株）埼玉車輌 辞退

新日本建設工業（株） 辞退

(株)斉藤興業 契約

（株）三成建設

大一工業（株）

ナガヤス工業(株)

新日本建設工業（株） 失格

（株）岩渕産業 失格

草加建設（株） 辞退

(株)誠環 契約

第一管工（株）

(有)渡辺建設工業

(株)小林設備

（有）新井建設

（有）新井建設 契約

（有）宏建

大土建工業（株） 入札書不着

（株）セントラル設備 契約

（有）正木設備 途中辞退

大土建工業（株） 途中辞退

（有）宏建 途中辞退

（有）新井建設 入札書不着

H23.11.28       6,090,000H23.8.26 45 一般競争入札
（事後審査型）

公共下水道第1-1処理分区汚水枝線
工事（23-9）

青柳八丁目地内 H23.8.29

H24.1.6       9,450,000

H23.8.26 44 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道20759号線） 弁天一丁目地内 H23.8.29 H24.1.16       8,977,500

H23.8.26 43 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道30089号線） 草加二丁目地内 H23.8.29

H24.2.13       8,342,250

H23.8.24 35 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道2088・20081号
線）及び排水路整備工事（G-03号水
路）

柿木町地内 H23.8.29 H24.3.9      39,217,500

H23.8.10 39 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（D-103号水路） 花栗三丁目地内 H23.8.16

H24.1.16      18,375,000

H23.8.10 38 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道31532号線） 氷川町地内 H23.8.16 H23.12.28       7,917,000

H23.8.10 36 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（A-267号水路）及び
道路改良工事（市道40450号線）

稲荷三丁目地内 H23.8.18

H23.10.13       4,725,000

H23.8.4 820 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第２１号配水管布設工事 谷塚町地内 H23.8.9 H23.11.28       9,009,000

H23.8.3 501 一般競争入札
（事後審査型）

防火水槽解体及び盛土整地工事（２３
－３）

新田西部土地区画整理
事業地内

H23.8.4

H23.7.29 818 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第１６号配水管布設工事 新善町、清門町地内 H23.8.2 H24.1.4      15,561,000



草加市工事入札結果　平成23年度分（平成23年7～9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）小林設備 契約

（株）埼玉車輌

第一管工（株）

（株）埼玉車輌 契約

（株）小林設備

第一管工（株） 辞退

（株）斉藤興業 契約

（株）三成建設

大一工業（株）

（株）岩渕産業

新日本建設工業（株）

ナガヤス工業（株）

(株)高橋工務店 契約

(株)篠宮工務店

笹沼建設(株)

井坂興業（株） 契約

（有）渡辺建設工業

（株）小林設備

（有）立花建設工業

（株）誠環 入札書不着

（有）松大工業 契約

（有）祝設備工業所 途中辞退

（株）大翔建設 途中辞退

（株）小林設備 契約

（有）渡辺建設工業

（有）立花建設工業

井坂興業（株）

（有）新井建設

（株）誠環 入札書不着

（有）新井建設 契約

（有）宏建 途中辞退

(株)高橋工務店 契約

(株)大熊建設

富士建設工業(株)

ムサシ建設工業(株)

東武建設（株） 契約

河本工業（株）

(有)渡辺建設工業 契約

(株)小林設備

(株)誠環 辞退

（株）大翔建設 契約

（有）松大工業 途中辞退

(株)誠環 契約

(有)宏建

（株）小林設備

第一管工（株）

第一管工（株） 契約

（株）井戸梅

（株）誠環 辞退

H24.2.20      10,290,000

H23.9.13 821 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第２３号配水管布設替工事 谷塚町、谷塚仲町地内 H23.9.16 H24.1.31      11,917,500

H23.9.9 54 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道30264・31610号
線）

高砂一丁目地内 H23.9.12

H24.2.9      15,435,000

H23.9.9 52 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（B-168号水路） 北谷三丁目地内 H23.9.13 H24.2.20      14,175,000

H23.9.9 50 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（D-210号水路） 遊馬町地内 H23.9.12

H24.1.10      26,250,000

H23.9.9 48 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道30636号線） 谷塚町地内 H23.9.13 H24.3.12      11,970,000

H23.9.7 626 一般競争入札
（事後審査型）

新栄小学校屋内運動場耐震補強工
事

新栄町９５９番地 H23.9.12

H24.1.11      13,020,000

H23.9.7 55 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道20708・20710号
線）

弁天五丁目地内 H23.9.8 H24.1.4       7,507,500

H23.9.7 53 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（F-238・245号水路） 青柳八丁目地内 H23.9.8

H24.1.6      14,175,000

H23.9.7 51 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道30655号線） 谷塚一丁目地内 H23.9.8 H24.1.26      14,280,000

H23.9.7 49 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（G-02-1号水路）及
び道路改良工事（市道20096号線）

柿木町地内 H23.9.8

H24.3.15      47,777,625

H23.9.6 627 一般競争入札
（事後審査型）

稲荷小学校屋内運動場耐震補強工
事

稲荷五丁目１１番１号 H23.9.12 H24.1.10      40,005,000

H23.9.2 40 一般競争入札
（事後審査型）

公共雨水管渠築造工事（上根幹線）
に伴う汚水枝線移設工事23-7

松江六丁目、稲荷五丁
目地内

H23.9.7

H24.2.27      20,632,500H23.8.29 42 一般競争入札
（事後審査型）

公共雨水管渠築造工事（辰井川左岸
第1-3排水区苗塚雨水幹線）23-1

西町地内 H23.8.31

H23.8.29 41 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道30037号線） 西町地内 H23.8.31 H24.2.7      20,370,000



草加市工事入札結果　平成23年度分（平成23年7～9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

第一管工（株）

（株）誠環 辞退
H23.9.16 56 一般競争入札

（事後審査型）
代替用地整地工事（市道2095号線） 高砂一丁目地内 H23.9.20 H24.1.4       1,932,000

（有）斉藤造園工事 契約

ナガヤス工業（株） 契約

ムサシ建設工業（株）

富士建設工業（株）

（有）立花建設工業 契約

（株）小林設備

（有）松大工業

（有）渡辺建設工業

（株）埼玉車輌 辞退

（株）誠環 辞退

(株)誠環 契約

(株)小林設備 途中辞退

(有)宏建 契約

(有)祝設備工業所

（有）正木設備 契約

（株）セントラル設備

（有）祝設備工業所

（株）松村電機製作所 契約

森平舞台機構（株）

森平舞台機構（株） 契約

三精輸送機（株） 途中辞退

（株）松村電機製作所 途中辞退

(有)松大工業 契約

(有)渡辺建設工業

(株)小林設備

(株)誠環 辞退

(有)渡辺建設工業 契約

(株)小林設備

(有)立花建設工業

(株)誠環 辞退

（株）誠環 契約

(有)宏建 途中辞退

(有)渡辺建設工業 辞退

(株)小林設備 辞退

(有)宏建 契約

大土建工業（株） 途中辞退

（株）岩渕産業 契約

（株）斉藤興業

（株）三成建設

H24.3.16      14,175,000

H23.9.27 629 一般競争入札
（事後審査型）

文化会館ホール天井部音響反射板
等更新工事

松江一丁目１番５号 H23.9.28 H24.3.23      10,185,000

H23.9.27 628 一般競争入札
（事後審査型）

中央公民館ホール機構設備改修工
事

住吉二丁目９番１号 H23.9.28

H24.3.15      43,050,000H23.9.28 502 一般競争入札
（事後審査型）

新栄町街路築造工事（２３－１）及び
親水施設整備工事

新田西部土地区画整理
事業地内

H23.9.30

H24.3.31      11,655,000

H23.9.28 69 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道31513号線） 西町地内 H23.10.3 H24.3.15       5,166,000

H23.9.28 66 一般競争入札
（事後審査型）

ふれあい小路整備工事（C-320号水
路）

吉町五丁目地内 H23.10.3

H24.2.15      13,230,000

H23.9.28 65 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（23-2）

新里町地内 H23.9.28 H24.2.6      12,705,000

H23.9.28 64 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道2012号線） 神明一丁目地内 H23.9.28

H24.1.24       9,072,000

H23.9.26 823 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 H23.10.5 H24.3.15       5,985,000

H23.9.26 68 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事（C-307号水路） 瀬崎六丁目地内 H23.9.26

H24.3.26      16,590,000

H23.9.26 63 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事（市道1046号線） 氷川町、草加一丁目地
内

H23.9.27 H24.2.24      15,015,000

H23.9.26 61 一般競争入札
（事後審査型）

公共雨水管渠築造工事（辰井川左岸
第5排水区枝線）23-6

谷塚仲町地内 H23.9.26

H24.1.31      17,325,000

H23.9.16 625 一般競争入札
（事後審査型）

瀬崎仮置場フェンス改修工事 瀬崎六丁目２０７０番地 H23.9.20 H23.12.19       8,295,000

H23.9.14 822 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第１２号配水管布設工事 吉町二丁目地内 H23.9.16


