
草加市工事入札結果　　平成２７年度分（平成２７年７～９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 業者名 結果

吉田工機株式会社 辞退
株式会社電業社機械製作所 落札
荏原商事株式会社
株式会社第一テクノ
昱株式会社
荏原商事株式会社 落札
株式会社新電気
東芝プラントシステム株式会社
株式会社第一テクノ
株式会社大久保電気
昱株式会社
株式会社大広電気
有限会社新井建設 落札
有限会社正木設備
株式会社葉月建設
有限会社祝設備工業所
株式会社セントラル設備
株式会社誠環
有限会社新井建設
株式会社葉月建設 落札
株式会社松草 不落随契
会田塗装株式会社
会田塗装株式会社 落札
株式会社松草
株式会社小林設備 落札
株式会社白石建設
株式会社斉藤興業
大一工業株式会社
株式会社岩渕産業
新日本建設工業株式会社 辞退
株式会社三成建設
荏原商事株式会社 落札
株式会社第一テクノ
昱株式会社
井坂興業株式会社
有限会社渡辺建設工業 落札
大土建工業株式会社
株式会社大熊建設 不落随契
有限会社大和工務店
株式会社高橋工務店
リベレステ株式会社
株式会社誠環 落札
有限会社新井建設
株式会社葉月建設
新日本・誠環特定建設工事共
同企業体 失格
斉藤興業・大一工業特定建設
工事共同企業体
ナガヤス・井坂特定建設工事共
同企業体 落札
三成・大翔特定建設工事共同
企業体
草加建設株式会社 落札
株式会社井戸梅
大土建工業株式会社
株式会社大翔建設
ナガヤス工業株式会社
株式会社小林設備 辞退
株式会社岩渕産業 落札
株式会社斉藤興業
昱株式会社 落札
株式会社第一テクノ
荏原商事株式会社
昱株式会社 落札
荏原商事株式会社
株式会社第一テクノ
ナガヤス工業株式会社 辞退
株式会社斉藤興業 失格
株式会社埼玉車輌 失格
株式会社小林設備 落札
新日本建設工業株式会社
株式会社白石建設
株式会社三成建設
大一工業株式会社
荏原商事株式会社 落札
株式会社第一テクノ
昱株式会社
株式会社三成建設
大一工業株式会社
株式会社小林設備
株式会社岩渕産業
株式会社斉藤興業
株式会社白石建設 落札
有限会社渡辺建設工業 落札
大土建工業株式会社
新日本・誠環特定建設工事共
同企業体 落札
斉藤興業・大一工業特定建設
工事共同企業体
三成・大翔特定建設工事共同
企業体
埼玉・草加特定建設工事共同
企業体
新日本・誠環特定建設工事共
同企業体 落札
三成・大翔特定建設工事共同
企業体
斉藤興業・大一工業特定建設
工事共同企業体 失格

63,180,000

H27.7.6 H27.7.23 H28.9.30一般競争 瀬崎排水機場建設工事（電気） 草加市　瀬崎六丁目　地内 56,160,000

H27.7.6 一般競争 瀬崎排水機場建設工事（機械） 草加市　瀬崎六丁目　地内 H27.7.23 H28.9.30

11,880,000

H27.7.13 一般競争

H27.7.10 一般競争
改良事業第１５号　配水管切回し
工事

草加市小山一丁目地内 H27.7.23 H27.11.19

道路改良工事（市道２０１３号線） 草加市　青柳四丁目　地内 H27.7.14 H27.11.10 12,636,000

H27.7.13 一般競争
草加市文化会館（屋上）排水設備
改修工事

草加市松江一丁目１番５号 H27.7.17

H27.7.17 一般競争 旧赤堀用水沿道路整備工事 草加市氷川町地内 H27.7.23 H28.1.15 32,184,000

H27.10.29 2,106,000

H27.7.14 一般競争
草加中学校Ａ棟他屋上防水等改
修工事

草加市氷川町２１７９番地４ H27.7.16 H27.10.13 19,872,000

55,512,000

H27.7.17 一般競争
排水路整備工事（Ｂ－１９３号水
路）及びふれあい小路整備工事
（Ｂ－１９３号水路）

草加市　栄町二丁目　地内 H27.7.23 H28.1.18 30,024,000

H27.7.17 一般競争
中央ポンプ場機械設備改築工事
（ポンプ）

草加市　手代町　地内 H27.7.23 H28.3.16

H27.7.21 一般競争
川柳児童クラブ専用施設等整備
工事

草加市青柳七丁目２６０８番
１の一部　他１筆

H27.7.30 H28.3.18 64,799,616

H27.7.27 一般競争
道路改良工事（市道２０８８６号
線）

草加市　青柳三丁目　地内 H27.7.29 H27.11.25 11,340,000

H27.7.28 一般競争
水辺環境整備工事（葛西用水路・
拠点広場工）２工区

草加市　稲荷四丁目　地内 H27.8.3 H28.3.22 126,684,000

H27.7.30 一般競争
改良事業第７号　配水管布設工
事

草加市谷塚上町、谷塚仲町
地内

H27.8.11 H28.1.7 16,521,840

66,463,200

H27.8.4 一般競争 排水施設等修繕（除塵機等）
草加市手代町、谷塚二丁目
地内

H27.8.10 H28.2.10 23,760,000

H27.8.4 一般競争
道路改良工事（市道２０２４１号
線）及び水辺環境整備工事（葛西
用水路・左岸修景工）３工区

草加市　青柳七丁目　地内 H27.8.10 H28.3.22

28,728,000

H27.8.5 一般競争
改良事業第９号　配水管布設替
工事

草加市　住吉二丁目　地内 H27.8.17 H28.2.12 45,813,600

H27.8.5 一般競争
排水施設改修工事（第１、４号樋
管）

草加市　清門二丁目、新栄
一丁目　地内

H27.8.10 H28.3.18

169,560,000

H27.8.7 一般競争
公共雨水管渠築造工事（伝右川
右岸第８排水区枝線）２７－４

草加市　小山一丁目　地内 H27.8.13 H28.1.8 33,696,000

H27.8.6 一般競争
改良事業第１０１号浄配水場施設
更新工事

草加市吉町四丁目１０番４５
号　吉町浄水場　他、市指
定位置

H27.9.2 H28.3.25

23,976,000

H27.8.18 一般競争
公共雨水管渠築造工事（古綾瀬
川左岸第１６排水区上根幹線）２７
－１

草加市　松江六丁目、稲荷
四・五丁目　地内

H27.8.25 H28.3.31 126,684,000

H27.8.7 一般競争
道路改良工事（市道２０６９２号
線）

草加市　弁天五丁目　地内 H27.8.13 H28.1.12

113,184,000H27.8.19 一般競争
松江第１排水機場改修工事（土
木）

草加市　松江五丁目　地内 H27.8.21 H28.3.31



管水工業株式会社 辞退
環境技建株式会社 辞退
三栄管理興業株式会社 辞退
株式会社小林設備 辞退
ナガヤス工業株式会社 落札
真下建設株式会社
管清工業株式会社
池中建設株式会社
有限会社県南管理興業
井坂興業株式会社 不落随契
大土建工業株式会社
有限会社渡辺建設工業
会田塗装株式会社 落札
株式会社松草
有限会社小林建装
株式会社三成建設
長栄建設工業株式会社
株式会社埼玉車輌
ナガヤス工業株式会社
株式会社岩渕産業
株式会社斉藤興業
新日本・誠環特定建設工事共
同企業体 落札
大一工業・セントラル設備特定
建設工事共同企業体
新日本・誠環特定建設工事共
同企業体 一抜け方式により辞退
株式会社三成建設
株式会社埼玉車輌 落札
株式会社斉藤興業
株式会社三成建設 落札
大一工業株式会社
新日本建設工業株式会社
株式会社小林設備
株式会社岩渕産業
株式会社斉藤興業
株式会社白石建設
井坂興業株式会社 辞退
大土建工業株式会社 落札
有限会社渡辺建設工業
長栄建設工業株式会社
ナガヤス工業株式会社
株式会社小林設備
株式会社岩渕産業 落札
株式会社斉藤興業 失格
会田塗装株式会社 失格
株式会社松草 落札
有限会社小林建装
大土建工業株式会社 落札
井坂興業株式会社
井坂興業株式会社
株式会社井戸梅
大土建工業株式会社 一抜け方式により無効
草加建設株式会社 落札
株式会社大翔建設
リベレステ株式会社 落札
株式会社彩光建設
株式会社大熊建設
株式会社ライフグリーン 落札
株式会社イワナガ
有限会社北谷造園
有限会社光樹園
有限会社斉藤造園工事
有限会社植誠
株式会社セントラル設備 落札
有限会社祝設備工業所

H27.9.7 一般競争 伝右川遊歩道照明整備工事 草加市北谷一丁目地内 H27.9.25 H27.12.25 4,104,000 有限会社高橋電気 落札
株式会社斉藤興業
ナガヤス工業株式会社
株式会社三成建設 失格
富士・彩光特定建設工事共同
企業体
ムサシ・新井特定建設工事共
同企業体 落札
東武電設株式会社 落札
有限会社高橋電気
株式会社ケイワイテック
有限会社祝設備工業所 辞退
富士建設工業株式会社 落札
有限会社新井建設
株式会社葉月建設
有限会社渡辺建設工業 落札
株式会社井戸梅
株式会社大翔建設
株式会社三成建設 落札
大一工業株式会社
株式会社岩渕産業
株式会社斉藤興業
株式会社三成建設 一抜け方式により無効
大一工業株式会社 失格
長栄建設工業株式会社
新日本建設工業株式会社
株式会社埼玉車輌 落札
株式会社斉藤興業
株式会社三成建設
ナガヤス工業株式会社 落札
株式会社斉藤興業 失格
株式会社小林設備 落札
竹内セントラル株式会社
株式会社セントラル設備
株式会社三成建設
大一工業株式会社
長栄建設工業株式会社 失格
株式会社小林設備 落札
株式会社斉藤興業
株式会社白石建設

H27.8.25 H27.8.26 H27.12.24一般競争 公共下水道管渠更生工事 草加市　吉町三丁目　地内 8,164,800

H27.8.25 一般競争
排水路整備工事（Ａ－２７０号水
路）

草加市　稲荷四丁目　地内 H27.8.27 H27.12.24 18,360,000

H27.8.26 一般競争 松江中学校プール塗装改修工事
草加市松江三丁目１４番３３
号

H27.8.27 H27.11.24 8,942,400

96,282,000

H27.8.27 一般競争 松江第２排水機場樋管築造工事
草加市　稲荷五丁目、松江
六丁目　地内

H27.9.1 H28.3.31 95,904,000

H27.8.27 一般競争
公共雨水管渠築造工事（伝右川
左岸第１１排水区枝線）２７－３

草加市　松原二丁目　地内 H27.9.1 H28.3.31

33,048,000

H27.9.1 一般競争
道路改良工事（市道４０２７９号
線）

草加市　瀬崎七丁目　地内 H27.9.2 H28.2.8 23,425,200

H27.8.31 H27.9.2 H28.2.18一般競争
道路改良工事（市道２０４６６、２０
４６７、２０８６５、２０８８９号線）

草加市 弁天一丁目　地内

62,316,000

H27.9.2 一般競争 川柳文化センター外装改修工事
草加市青柳六丁目４５番１７
号

H27.9.8 H28.2.15 42,012,000

H27.9.1 一般競争
道路改良工事（市道２００３０号
線）

草加市　柿木町　地内 H27.9.2 H28.3.31

23,112,000

H27.9.3 一般競争
改良事業第６号　配水管布設工
事

草加市稲荷二丁目地内 H27.9.17 H28.2.15 20,520,000

H27.9.3 一般競争
公共雨水管渠築造工事(伝右川
左岸第７排水区枝線）２７－２

草加市　北谷三丁目　地内 H27.9.8 H28.2.4

56,700,000

H27.9.7 一般競争
（仮称）氷川町ふれあい広場建設
工事

草加市氷川町地内 H27.9.14 H28.1.15 12,744,000

H27.9.4 一般競争
やなぎしま保育園耐震補強等工
事

草加市柳島町１３０番地 H27.9.7 H28.2.10

8,424,000

H27.9.8 一般競争

H27.9.7 一般競争
改良事業第２３号　配水管布設工
事

草加市金明町地内 H27.9.16 H28.1.13

新田駅東口地区基礎杭撤去工事 草加市金明町地内 H27.9.15 H28.3.31 108,540,000

H27.9.8 一般競争 教育支援室電気設備修繕
草加市松江一丁目１番３２
号

H27.9.14 H28.1.29 7,884,000

H27.9.9 一般競争 防火水槽撤去工事
草加市　金明町、柳島町
地内

H27.9.9 H27.12.28 11,880,000

20,736,000

H27.9.15 一般競争
排水路整備工事（Ｄ－１９５号水
路）

草加市　谷塚上町、谷塚仲
町　地内

H27.9.18 H28.2.24 37,260,000

H27.9.11 一般競争 排水路整備工事（Ａ－０４号水路）
草加市　旭町四丁目、松原
五丁目　地内

H27.9.17 H28.3.4

37,679,040

H27.9.17 一般競争
水辺環境整備工事（葛西用水路・
修景護岸工）１工区

草加市稲荷五丁目、青柳
四・五丁目地内及び葛西用
水全線地内

H27.9.25 H28.3.22 82,868,400

H27.9.15 一般競争
公共下水道第９処理分区汚水枝
線工事（２７－１）

草加市　金明町　地内 H27.9.18 H28.3.31

10,044,000

H27.9.24 一般競争 道路改良工事（市道２０２１号線） 草加市　青柳二丁目　地内 H27.9.25 H28.3.31 55,188,000

H27.9.18 一般競争 青柳分署空調設備改修工事
草加市青柳六丁目２３番６
号

H27.9.24 H27.12.22



長栄建設工業株式会社 失格
ナガヤス工業株式会社
株式会社小林設備 辞退
株式会社斉藤興業 落札
株式会社誠環 失格
株式会社葉月建設 失格
株式会社岩渕産業 落札
大土建工業株式会社
大一工業株式会社
株式会社三成建設
株式会社小林設備
株式会社誠環 失格
株式会社葉月建設 失格
株式会社井戸梅 落札
大土建工業株式会社
大一工業株式会社
株式会社三成建設
株式会社小林設備
株式会社岩渕産業 一抜け方式により辞退
株式会社誠環 失格
株式会社葉月建設 失格
大一工業株式会社 失格
大土建工業株式会社 落札
有限会社渡辺建設工業
有限会社立花建設工業
株式会社三成建設
株式会社小林設備
株式会社岩渕産業

67,467,600

H27.9.28 一般競争 道路改良工事（市道２０４７号線） 草加市　遊馬町　地内 H27.10.2 H28.1.12 18,468,000

H27.9.25 一般競争
新田駅西口土地区画整理事業に
伴う汚水栄町幹線移設工事（２７
－３）

草加市　金明町　地内 H27.9.30 H28.3.31

17,496,000

H27.9.28 一般競争
舗装新設工事（市道２０１０４号
線）

草加市　柿木町　地内 H27.9.29 H28.3.16 7,009,200

H27.9.28 一般競争
歩道改良工事（市道１０３３６号
線）

草加市　旭町四丁目、旭町
六丁目　地内

H27.10.2 H28.1.29


