
草加市工事入札結果　平成24年度分（平成24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

新日本建設工業（株） 辞退

（株）三成建設

草加建設（株）
新日本・誠環特定建設工事共同企業
体 契約
草加建設・埼玉車輌特定建設工事共
同企業体

H24.10.5 636 一般競争入札
（事後審査型）

中央公民館体育室・講座室マイク設
備交換工事

住吉二丁目９番１号 H24.10.5 H24.12.4       1,344,000
情報通信システムエンジニアリング(株) 契約

竹内セントラル（株） 契約

（株）今泉水道

第一管工（株）

（株）井戸梅

古敷谷電設（株） 契約

(株)サクノ電気

(有)高橋電気

三吉電気（株）

中央建設協同組合 東部営業所 契約

忠和総合建設業協同組合

第一管工(株)

井坂興業(株)

（有）渡辺建設工業 契約

(株)誠環 辞退

(有)立花建設工業

(有)新井建設

井坂興業(株)

(有)立花建設工業 契約

(株)埼玉車輌 途中辞退

井坂興業(株) 途中辞退

第一管工(株) 辞退

(株)大翔建設 契約

(株)誠環 途中辞退

笹沼建設（株） 契約

立川ハウス工業（株）

（株）大熊建設

（株）小林設備 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）誠環 契約

（株）埼玉車輌

井坂興業（株） 契約

（株）三成建設 辞退

第一管工（株） 辞退

（株）岩渕産業

（有）立花建設工業

大土建工業（株） 契約

（有）宏建 途中辞退

長栄建設工業（株） 途中辞退

富士建設工業（株） 契約

（有）宏建

（株）岩渕産業 契約

草加建設（株）

第一管工（株） 辞退

（株）三成建設 辞退

H24.10.9 620 一般競争入札
（事後審査型）

（仮称）草加市立谷塚西文化センター
建設工事（機械設備工事）

新里町９８３番地外１０
筆

H24.10.10 H25.10.7     73,500,000

H24.10.2 54 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事(Ｃ-０１号水路) 北谷二丁目地内 H24.10.4 H25.3.29     95,550,000

H24.10.5 53 一般競争入札
（事後審査型）

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）２４－１

松江六丁目、稲荷五丁
目地内

H24.10.9 H25.3.29    124,950,000

H24.10.16 60 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道２１０４号線) 稲荷三丁目地内 H24.10.18 H25.3.18     14,070,000

H24.10.16 77 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事(Ｇ-０１・Ｇ-１９８、１
９９・Ｇ-１２７号水路)

柿木町地内 H24.10.18 H25.3.18     10,080,000

H24.10.17 75 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 H24.10.19 H25.3.29     21,630,000

H24.10.17 76 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 H24.10.18 H25.3.7     16,327,500

H24.10.19 72 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事(Ｇ-１２９・１３０号水
路)及び道路改良工事（市道２００２４
号線）

柿木町地内 H24.10.24 H25.3.29     20,265,000

H24.10.22 67 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道１０６３３号線) 花栗四丁目地内 H24.10.23 H25.1.31       3,885,000

H24.10.22 68 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(２４-８)

両新田西町地内 H24.10.23 H25.1.11       4,200,000

H24.10.22 71 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事(Ｄ-０１号水路)及び
公共下水道第４処理分区汚水枝線工
事(２４-１０)

西町地内 H24.10.25 H25.3.29     22,470,000

H24.10.9 621 一般競争入札
（事後審査型）

（仮称）草加市立谷塚西文化センター
建設工事（電気設備工事）

新里町９８３番地外１０
筆

H24.10.10 H25.10.7     71,610,000

H24.10.17 639 一般競争入札
（事後審査型）

営繕用倉庫建設工事 松原三丁目３番１号 H24.10.22 H25.3.29     17,167,420

H24.10.17 641 一般競争入札
（事後審査型）

中央公民館第一・第二体育室エアコ
ン改修工事

住吉二丁目９番１号 H24.10.18 H25.1.16       9,765,000

H24.10.17 642 一般競争入札
（事後審査型）

綾瀬川右岸遊歩道整備工事 長栄町地内 H24.10.18 H25.2.15     12,075,000



草加市工事入札結果　平成24年度分（平成24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

第一管工（株） 辞退

（株）小林設備

竹内セントラル（株） 契約

（株）大塚建築設備

（株）篠宮工務店 契約

（株）大熊建設

（有）宏建 契約

（株）セントラル設備

大土建工業（株）

長栄建設工業（株）

富士建設工業（株） 契約

ナガヤス工業（株）

（株）三成建設 契約

（株）斉藤興業

（株）埼玉車輌 契約

（株）誠環 途中辞退

（株）小林設備 辞退

長栄建設工業（株） 契約

大土建工業（株）

（有）宏建

新日本建設工業（株） 契約

長栄建設工業（株） 途中辞退

（有）植誠 契約

（有）光樹園

（株）イワナガ

（有）斉藤造園工事

（有）松波園

（株）高橋工務店 契約

（株）彩光建設

（株）エスケー

ムサシ建設工業（株）

大土建工業（株） 契約

（有）宏建

長栄建設工業（株）

（株）セントラル設備

永島建設工業（株）

（株）斉藤興業 契約

ナガヤス工業（株）

草加建設（株）

（株）三成建設 途中辞退

大一工業（株） 途中辞退

（株）白石建設 辞退

（株）小林設備 契約

ナガヤス工業（株）

（有）松大工業

草加建設（株）

（株）斉藤興業

（株）白石建設

（有）渡辺建設工業

大一工業（株） 辞退

（株）岩渕産業 契約

（株）斉藤興業

大一工業（株）

H25.3.29     23,467,500

H24.10.24 79 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道２０９３８号線) 八幡町地内 H24.10.25 H25.2.12       4,914,000

H24.10.24 73 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道３０１６８号線)及
び公共下水道工事に伴う舗装復旧工
事(その１)

西町地内 H24.10.29

H25.3.29       4,179,000

H24.10.24 70 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(２４-４)

遊馬町地内 H24.10.26 H25.3.25     38,293,500

H24.10.23 69 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(認定予定道路２４-７) 青柳五丁目地内 H24.10.24

H25.3.29     22,995,000H24.10.22 74 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事(Ｃ-１１１-１号水路) 北谷二丁目、原町一丁
目地内

H24.10.25

H25.3.29     26,460,000H24.11.7 86 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事(Ｅ-１４９-１号水路) 谷塚上町地内 H24.11.12

H24.10.22 637 一般競争入札
（事後審査型）

泡消火設備手動装置移設工事 高砂二丁目地内 H24.10.22 H24.12.13       2,415,000

H24.10.22 644 一般競争入札
（事後審査型）

松楽苑浴室改修工事 柿木町１８８番地 H24.10.22 H24.12.21       1,606,500

H24.10.23 638 一般競争入札
（事後審査型）

シティパーキング　アコス地下１階部
分漏水対策工事

高砂二丁目７番２号 H24.10.26 H25.2.25     26,355,000

H24.10.25 643 一般競争入札
（事後審査型）

旧赤堀用水沿道路整備工事 氷川町地内 H24.10.25 H25.3.29     30,922,500

H24.10.26 648 一般競争入札
（事後審査型）

谷塚上町ゲートボール場樹木伐採・
フェンス撤去工事

谷塚上町２３０番地１他 H24.10.26 H24.12.10       3,150,000

H24.11.5 647 一般競争入札
（事後審査型）

八幡小学校渡り廊下改修工事 八幡町６５番地 H24.11.5 H24.12.14       1,659,000

H24.11.6 645 一般競争入札
（事後審査型）

用水路整備工事（Ｇ-１０３号水路） 柿木町地内 H24.11.7 H25.2.25       5,145,000

H24.11.6 822 一般競争入札
（事後審査型）

整備事業第３号　配水管布設工事 金明町 H24.11.12 H25.3.29     21,735,000

H24.11.6 646 一般競争入札
（事後審査型）

新田駅西口街路築造工事（２４－１） 金明町地内 H24.11.9 H25.3.22     36,750,000



草加市工事入札結果　平成24年度分（平成24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）宏建 契約

長栄建設工業（株）

ナガヤス工業（株） 契約

大一工業（株）

（株）斉藤興業

（株）岩渕産業 辞退

草加建設（株） 辞退

井坂興業（株） 契約

（有）立花建設工業

三ツ和総合建設業協同組合

大一工業（株） 辞退

ナガヤス工業（株） 契約

草加建設（株）

（株）三成建設 途中辞退

大一工業（株） 辞退

新日本建設工業（株） 契約

草加建設（株）

大一工業（株）

ナガヤス工業（株） 辞退

（株）三成建設 辞退

第一管工（株） 契約

（株）埼玉車輌

（株）岩渕産業

会田塗装（株） 契約

（株）松草

（有）小林建装

ナガヤス工業（株） 契約

（有）宏建 途中辞退

（株）セントラル設備 契約

（有）宏建 途中辞退

（有）斉藤造園工事 契約

（株）二木造園土木

（株）イワナガ

（有）光樹園

（有）北谷造園 途中辞退

（株）セントラル設備 契約

竹内セントラル（株）

第一管工（株） 途中辞退

（株）今泉水道 途中辞退

（株）今泉水道 契約

第一管工（株）

竹内セントラル（株）

（有）東洋開発

（株）セントラル設備

リベレステ（株） 契約

笹沼建設（株）

（株）篠宮工務店

（有）大和工務店

（株）エスケー

（株）井戸梅 契約

（株）小林設備

（株）埼玉車輌 辞退

H25.3.29     17,325,000H24.11.19 823 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

高砂二丁目地内 H24.12.3

H25.3.11       6,300,000

H24.11.19 651 一般競争入札
（事後審査型）

やつかかみ保育園２・３・４歳児室改
修工事

谷塚上町２９１番地１ H24.11.19 H25.2.4       4,095,000

H24.11.19 650 一般競争入札
（事後審査型）

新田中学校プールろ過機改修工事 長栄町７６７番地 H24.11.19

H25.2.25       7,077,000H24.11.15 92 一般競争入札
（事後審査型）

代替用地整備工事（市道２０９５号線） 高砂一丁目地内 H24.11.16

H25.3.29       4,998,000

H24.11.14 93 一般競争入札
（事後審査型）

公共下水道第１-１処理分区汚水取
付管工事(その１)

柿木町地内 H24.11.15 H25.2.4       1,669,500

H24.11.14 90 一般競争入札
（事後審査型）

蜻蛉橋補修工事 谷塚仲町地内 H24.11.15

H25.3.15     52,269,000

H24.11.12 91 一般競争入札
（事後審査型）

道路改良工事(市道３０２７５号線) 谷塚町地内 H24.11.12 H25.3.29     10,185,000

H24.11.12 82 一般競争入札
（事後審査型）

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

柿木町地内 H24.11.14

H25.3.25     27,720,000

H24.11.9 83 一般競争入札
（事後審査型）

水辺環境整備工事（葛西用水路・修
景護岸工）３工区

稲荷四・六丁目地内 H24.11.14 H25.3.25     31,290,000

H24.11.8 85 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
道橋上部工）１工区

青柳四丁目・六丁目地
内

H24.11.12

H25.2.18       8,526,000

H24.11.8 84 一般競争入札
（事後審査型）

水辺環境整備工事（葛西用水路・デッ
キ設置工）２工区

青柳五丁目地内 H24.11.12 H25.3.25     28,980,000

H24.11.7 87 一般競争入札
（事後審査型）

排水路整備工事(Ｃ-２２３号水路) 西町地内 H24.11.8

H24.11.12 649 一般競争入札
（事後審査型）

松原サービスセンター屋上防水工事 松原一丁目3番2号 H24.11.22 H25.2.5       1,971,900

H24.11.15 653 一般競争入札
（事後審査型）

新田ミニコミュニティーセンター公共
下水道管渠接続工事

金明町１６４番２の一部
他２筆

H24.11.19 H25.2.28       1,680,000



草加市工事入札結果　平成24年度分（平成24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）祝設備工業所 契約

大土建工業（株）

長栄建設工業（株）

（株）大熊建設 契約

正和工業(株) 辞退

渡邉工業（株） 契約

榎本建設(株)

会田塗装（株） 契約

（有）小林建装

（株）松草
H24.11.26 94 一般競争入札

（事後審査型）
松江橋補修工事 手代町、神明二丁目地

内
H24.12.3 H25.3.29       5,667,900

会田塗装(株) 契約

（有）小林建装 契約

会田塗装（株） 失格

（株）松草 失格

（株）篠宮工務店 契約

（株）大熊建設

（有）大和工務店

（株）二木造園土木 契約

富士建設工業（株）

ムサシ建設工業（株）

（有）斉藤造園工事

（有）北谷造園

（株）はじめ工業 契約

（株）サトウ電機

（有）光樹園 契約

（有）北谷造園

（株）イワナガ

（有）斉藤造園工事

（株）二木造園土木

（株）小林設備 契約

竹内セントラル（株）

（株）今泉水道

第一管工（株） 契約

（有）東洋開発

（株）今泉水道

竹内セントラル（株）

（株）高橋工務店 契約

（有）大和工務店

（株）篠宮工務店

（株）エスケー

（株）大熊建設

（有）斉藤造園工事 契約

（株）イワナガ

（有）北谷造園

（株）二木造園土木

H25.3.29       4,809,000H24.12.17 665 一般競争入札
（事後審査型）

公園施設更新工事（稲荷北公園他２
園）

稲荷四丁目地内他 H24.12.18

H25.3.27     25,200,000

H24.12.14 664 一般競争入札
（事後審査型）

にしまち保育園給食室改修工事 西町４４２番地 H24.12.14 H25.3.14       5,565,000

H24.12.17 663 一般競争入札
（事後審査型）

新田小学校受水槽改修工事 旭町六丁目１２番１１号 H24.12.19

H25.3.29       3,937,500

H24.12.17 662 一般競争入札
（事後審査型）

中央公民館ホール・化粧室・第一・第
二楽屋エアコン改修工事

住吉二丁目９番１号 H24.12.18 H25.3.22       6,510,000

H24.12.10 661 一般競争入札
（事後審査型）

新田駅東口地区立入防止柵等設置
工事

金明町地内 H24.12.10

H25.3.11       4,830,000

H24.11.30 660 一般競争入札
（事後審査型）

伝右川遊歩道照明整備工事 神明一丁目地内 H24.12.3 H25.3.4       5,460,000

H24.11.30 659 一般競争入札
（事後審査型）

工業団地公園野球場フェンス嵩上げ
工事

稲荷五丁目地内 H24.11.30

H25.1.29       9,313,500

H24.11.30 658 一般競争入札
（事後審査型）

青柳四丁目ふれあい公園トイレ建築
工事

青柳四丁目地内 H24.11.30 H25.3.29       5,880,000

H24.11.30 657 一般競争入札
（事後審査型）

勤労福祉会館屋上防水工事 旭町六丁目１３番２０号 H24.11.30

H25.3.15       2,625,000

H24.11.22 655 一般競争入札
（事後審査型）

奥日光自然の家水源地水中ポンプ改
修及びバッテリー交換工事

栃木県日光市中宮祠官
有無番地先

H24.11.22 H24.12.28       3,307,500

H24.11.21 654 一般競争入札
（事後審査型）

下水道資材置場倉庫整備工事 吉町１４１４番１ H24.11.21

H24.11.19 824 一般競争入札
（事後審査型）

改良事業第２７号　配水管切回し工
事

新栄町地内 H24.11.27 H25.3.1       7,350,000

H24.11.22 656 一般競争入札
（事後審査型）

松原サービスセンター屋上防水工事 松原一丁目１番３号 H24.11.22 H25.2.5       1,971,900


