
開札日時 入札方式名称 案件名称 工事場所 契約締結日 契約終了日 契約金額（円）（税込み） 業者名 結果

有限会社新井建設 失格
株式会社葉月建設 失格
株式会社岩渕産業 失格
ナガヤス工業株式会社 失格
大一工業株式会社 失格
大土建工業株式会社 失格
マツコンストラクション協同組合 失格
有限会社渡辺建設工業 落札
株式会社誠環
株式会社誠環 途中辞退
草加建設株式会社 途中辞退
ムサシ建設工業株式会社 途中辞退
富士建設工業株式会社 途中辞退
笹沼建設株式会社 落札
株式会社埼玉車輌
新日本・誠環特定建設工事共同企
業体

失格

ナガヤス・井坂特定建設工事共同
企業体

落札

三ツ和・大翔特定建設工事共同企
業体

失格

ムサシ建設工業株式会社
富士建設工業株式会社 落札
株式会社彩光建設
有限会社高橋電気
芳賀電気工事有限会社 落札
東武電設株式会社
有限会社渡辺建設工業 失格
株式会社井戸梅 落札
大土建工業株式会社
大同機工株式会社 落札
吉田工機株式会社
日本自動機工株式会社
株式会社彩光建設 落札（不落随契）
笹沼建設株式会社 途中辞退
富士建設工業株式会社 途中辞退
株式会社高橋工務店 途中辞退
株式会社彩光建設 途中辞退
株式会社高橋工務店 落札
笹沼建設株式会社
笹沼建設株式会社 落札
株式会社彩光建設 途中辞退
株式会社高橋工務店 途中辞退
ムサシ建設工業株式会社 辞退
株式会社篠宮工務店 落札
株式会社大熊建設
株式会社高橋工務店
新日本建設工業株式会社 辞退
長栄建設工業株式会社 失格
草加建設株式会社 失格
大一工業株式会社 落札
株式会社小林設備
株式会社埼玉車輌
富士建設工業株式会社 辞退
株式会社葉月建設 落札
株式会社セントラル設備
株式会社誠環
長栄建設工業株式会社 失格
草加建設株式会社 落札
株式会社埼玉車輌
ムサシ建設工業株式会社
株式会社高橋工務店
株式会社三成建設 失格
株式会社大熊建設 落札
笹沼建設株式会社
株式会社高橋工務店
株式会社篠宮工務店
有限会社大和工務店 落札
富士建設工業株式会社
株式会社大熊建設
王保保建設工業株式会社 失格
長栄建設工業株式会社
株式会社誠環
株式会社葉月建設
有限会社渡辺建設工業
株式会社三成建設
新日本建設工業株式会社 失格
株式会社小林設備 失格
草加建設株式会社 失格
株式会社埼玉車輌 失格
株式会社岩渕産業 落札
大一工業株式会社
大土建工業株式会社
ナガヤス工業株式会社
昱株式会社 落札
荏原商事株式会社
株式会社第一テクノ
荏原実業株式会社
株式会社セントラル設備 途中辞退
株式会社小林設備 途中辞退
竹内セントラル株式会社 落札
有限会社高橋電気 落札（不落随契）
東武電設株式会社 途中辞退
荏原商事株式会社 落札
株式会社第一テクノ
株式会社誠環 辞退
有限会社渡辺建設工業 辞退
有限会社北谷造園 落札
株式会社ライフグリーン
株式会社三成建設
大一工業株式会社 辞退
株式会社三成建設 落札
新日本建設工業株式会社
ナガヤス工業株式会社
長栄建設工業株式会社
株式会社小林設備
株式会社埼玉車輌
草加建設株式会社
株式会社斉藤興業
有限会社渡辺建設工業 落札
株式会社井戸梅
大土建工業株式会社
株式会社誠環 失格
株式会社葉月建設 失格
富士建設工業株式会社 落札
ナガヤス工業株式会社
ナガヤス工業株式会社 落札
株式会社誠環 途中辞退
株式会社葉月建設 途中辞退
有限会社渡辺建設工業 辞退
富士建設工業株式会社 辞退
株式会社葉月建設 失格
株式会社誠環 失格
株式会社ライフグリーン 落札
株式会社高橋工務店
ナガヤス工業株式会社
株式会社大熊建設 途中辞退
ムサシ建設工業株式会社 途中辞退
株式会社彩光建設 途中辞退
富士建設工業株式会社 落札
株式会社第一テクノ 落札
荏原商事株式会社

R1/7/18 一般競争
改良事業第１－１０２号谷塚第２水源及び谷塚
第３水源フェンス工事

草加市谷塚上町３７１番２　谷塚第
２水源　ほか、市指定位置

R1/7/24 R1/11/28

R1/7/19 一般競争 稲荷小学校北・西側ブロック塀等改修工事 草加市稲荷五丁目１１番１号 R1/7/26 R2/1/14

R1/7/18 一般競争

R1/5/10 一般競争 舗装復旧工事（市道４０２２４号線他８路線） 草加市吉町四丁目地内 R1/5/15 R1/8/12 10,011,600

8,140,000

31,900,000

34,760,000R1/7/23 一般競争 排水施設改修工事（監視システム） 市内全域 R1/7/26 R1/12/24

八幡北小学校西側ブロック塀等改修工事 草加市八幡町１１４８番地 R1/7/25 R1/11/29 9,295,000

R1/7/18 一般競争 長栄小学校北・東側ブロック塀等改修工事 草加市長栄一丁目７６２番地 R1/7/26 R1/12/3 16,170,000

39,582,400

R1/7/16 一般競争 公共下水道人孔浮上防止工事（３１－２） 草加市青柳七丁目地内 R1/7/16 R1/12/13 14,872,000

R1/7/16 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)３１－３

草加市　松原三丁目　地内 R1/7/18 R2/1/14

2,200,000

R1/7/12 一般競争 新栄中学校校庭雨水貯留施設改修工事 草加市新栄一丁目３３番地 R1/7/16 R2/1/20 100,100,000

R1/7/9 一般競争
中央ポンプ場各種ユニット修繕（主ポンプ始動
用Ｎｏ．２圧縮機）

草加市手代一丁目１９番１号　中央
ポンプ場内

R1/7/11 R1/12/9

R1/6/25 一般競争
排水施設改修工事（栄町一丁目高架下ゲート
ポンプ）

草加市　栄町一丁目　地内 R1/7/5 R2/3/31 56,980,000

41,250,000

R1/6/25 一般競争
川柳中学校Ｂ-１棟大規模改造工事（電気設備
工事）

草加市青柳七丁目３５番１号 R1/7/3 R1/12/9 40,260,000

R1/6/25 一般競争
川柳中学校Ｂ-１棟大規模改造工事（機械設備
工事）

草加市青柳七丁目３５番１号 R1/7/3 R1/12/9

63,250,000

R1/6/18 一般競争 栄中学校屋内運動場ステージ床改修工事 草加市松原三丁目７番１号 R1/6/24 R1/10/15 10,450,000

R1/6/18 一般競争
公共雨水管渠築造工事（金右衛門川第7排水
区金明町雨水幹線）３１－１

草加市金明町地内 R1/6/28 R1/11/11 24,776,400

一般競争
青柳小学校Ａ棟（西側）トイレ・屋内運動場非構
造部材等改修工事

草加市青柳三丁目１７番１号 R1/6/13 R1/10/28

R1/6/6 一般競争
小山小学校A棟（東側）トイレ・屋内運動場非構
造部材等改修工事

草加市小山二丁目８番１号 R1/6/13 R1/10/20

公共下水道人孔蓋修繕（３１－３） 草加市　新善町　地内

R1/6/11

R1/6/6 R1/8/5 1,078,920

R1/6/6 一般競争 きたや保育園解体工事 草加市松原四丁目３番１号 R1/6/13 R1/9/30 19,872,000

R1/6/4 一般競争

R2/1/6 35,970,000

R1/6/14 R1/10/15 86,900,000

103,400,000

一般競争
八幡北小学校Ｂ棟トイレ・屋内運動場非構造部
材等改修工事

草加市八幡町１１４８番地 R1/6/10 R1/10/15 90,607,000

氷川小学校Ａ棟トイレ・屋内運動場非構造部材
等改修工事

草加市氷川町４４８番地

一般競争 道路改良工事（市道２０６９７号線） 草加市　弁天五丁目　地内

一般競争

R1/5/29

49,680,000

R1/6/20 R1/12/9 225,500,000

R1/5/30 R1/11/18 17,490,000

一般競争 市民交流活動センター高圧受電設備改修工事 草加市谷塚町７５２番地 R1/5/30 R1/10/18 962,500

R1/11/25 18,370,000排水施設改修工事（苗塚町ゲート）

44,792,000

R1/6/11 R1/10/15

R1/5/21 一般競争 橋りょう耐震化補強工事（槐戸橋）
草加市　旭町一丁目、八幡町　地
内

R1/5/24 R3/3/31 289,080,000

R1/5/14 一般競争 新田駅東口地区基礎杭撤去等工事（３１－４） 草加市金明町地内 R1/5/22 R1/8/30

R1/5/21

R1/5/28

R1/5/28

R1/5/28 一般競争

一般競争 道路施設工事（市道１０５０８号線） 草加市　原町三丁目　地内

一般競争
川柳中学校B－１棟大規模改造工事（建築工
事）

草加市青柳７丁目３５番１号

草加市　苗塚町　地内

R1/5/31 一般競争
両新田小学校Ａ棟（西側）トイレ・屋内運動場非
構造部材等改修工事

草加市両新田西町５５番地

R1/5/31

R1/6/4

R1/6/4

R1/6/4

工事入札結果（令和元年度上半期分）



開札日時 入札方式名称 案件名称 工事場所 契約締結日 契約終了日 契約金額（円）（税込み） 業者名 結果

工事入札結果（令和元年度上半期分）

荏原商事株式会社 落札
昱株式会社
大土建工業株式会社 失格
有限会社渡辺建設工業 落札
株式会社はじめ工業 辞退
東武電設株式会社 落札（不落随契）
有限会社大和工務店 落札（不落随契）
富士建設工業株式会社 途中辞退
ムサシ・新井特定建設工事共同企
業体
彩光・イワナガ特定建設工事共同
企業体
埼玉・草加特定建設工事共同企業
三成・大翔特定建設工事共同企業 落札
新日本・王保保特定建設工事共同
企業体
斉藤・大一特定建設工事共同企業
立花・長栄特定建設工事共同企業
大一工業株式会社 辞退
マツコンストラクション協同組合
ナガヤス工業株式会社 辞退
新日本建設工業株式会社 辞退
株式会社斉藤興業 失格
長栄建設工業株式会社 落札
株式会社三成建設
株式会社小林設備
株式会社埼玉車輌
草加建設株式会社
ナガヤス工業株式会社 辞退
新日本建設工業株式会社 辞退
株式会社斉藤興業 失格
株式会社小林設備 落札
大一工業株式会社
長栄建設工業株式会社 無効
新日本建設工業株式会社 辞退
マツコンストラクション協同組合 辞退
長栄建設工業株式会社 失格
株式会社小林設備 失格
ナガヤス工業株式会社 落札
ナガヤス工業株式会社 辞退
新日本建設工業株式会社 辞退
マツコンストラクション協同組合 失格
株式会社斉藤興業 失格
株式会社埼玉車輌 落札
草加建設株式会社
株式会社ユーワテック 途中辞退
祐工商事株式会社 辞退
株式会社井戸梅 落札
竹内セントラル株式会社
東武電設株式会社 無効
有限会社高橋電気 落札
株式会社誠環 落札
株式会社葉月建設
ナガヤス工業株式会社
株式会社三成建設

R1/8/22 一般競争 長寿命化補修工事（八条大橋、八条小橋）
草加市　神明二丁目、松江三丁
目、稲荷一丁目　地内

R1/8/27 R2/3/31 76,340,000 ナガヤス工業株式会社 落札

R1/8/22 一般競争
公共雨水管渠築造工事（外環北側水路第７排
水区枝線）３１－２及び公共下水道第９処理分
区汚水枝線工事（３１－４） 草加市　金明町　地内

R1/8/28 R2/2/24 68,090,000 株式会社三成建設 落札

株式会社岩渕産業 辞退
有限会社渡辺建設工業 落札
新日本・王保保特定建設工事共同
企業体

辞退

ナガヤス・村木特定建設工事共同
企業体

落札

斉藤・大土建特定建設工事共同企
業体
株式会社松草 落札
会田塗装株式会社
株式会社三成建設 辞退
有限会社渡辺建設工業 落札
大一工業株式会社
株式会社埼玉車輌
草加建設株式会社 無効（一抜け）
株式会社埼玉車輌 途中辞退
草加建設株式会社 落札
株式会社三成建設 辞退
大一工業株式会社 辞退
有限会社渡辺建設工業 辞退
株式会社小林設備 失格
株式会社葉月建設 落札
株式会社誠環
有限会社新井建設
井坂興業株式会社
株式会社セントラル設備 落札
井坂興業株式会社
有限会社新井建設 辞退
株式会社葉月建設 無効（一抜け）
株式会社誠環 失格
有限会社新井建設 落札
株式会社葉月建設 無効（一抜け）
株式会社誠環 失格
株式会社岩渕産業 失格
大土建工業株式会社 落札
有限会社渡辺建設工業
株式会社第一テクノ 落札
荏原商事株式会社
昱株式会社
有限会社高橋電気 落札
竹内セントラル株式会社

株式会社埼玉車輌 落札

株式会社小林設備
大一工業株式会社
草加建設株式会社
株式会社井戸梅 途中辞退
竹内セントラル株式会社 落札
株式会社小林設備
有限会社渡辺建設工業 落札
株式会社岩渕産業
大土建工業株式会社 辞退
ムサシ建設工業株式会社 落札
笹沼建設株式会社
富士建設工業株式会社
株式会社ライフグリーン 落札
株式会社イワナガ
有限会社光樹園
株式会社葉月建設 落札
有限会社新井建設
株式会社誠環
井坂興業株式会社
大一工業株式会社 辞退
ナガヤス工業株式会社 辞退
新日本建設工業株式会社 落札
株式会社斉藤興業

草加市清門三丁目３７番地１ R1/8/7 R1/12/16 9,460,000

R1/8/28 R2/3/25 36,630,000

R1/8/27 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

R1/8/6 一般競争 清門小学校西・南側ブロック塀等改修工事

R1/7/23 一般競争 改良事業第１－１０１号浄配水場施設更新工事
草加市谷塚上町４４７番地　谷塚浄
水場　ほか、市指定位置

R1/8/6 R2/3/24

R1/7/31

1,518,000R1/7/31 一般競争
スポーツ健康都市記念体育館非常用発電制御
機等修繕

草加市瀬崎六丁目３１番１号 R1/8/5 R1/11/5

106,700,000

一般競争 草加消防署北分署給水設備等改修工事 草加市清門二丁目１番地４３ R1/8/2 R1/12/10 11,000,000

40,265,500

R1/7/30 一般競争
新田駅西口地区区画街路築造工事(31-2)及び
公共下水道第9処理分区汚水枝線工事(31-2)

草加市金明町地内 R1/8/6 R1/12/16 52,335,800

R1/7/30 一般競争 道路改良工事（市道３０６５２号線） 草加市　谷塚一丁目　地内 R1/8/7 R2/3/6

草加市　瀬崎六丁目　地内 R1/8/8 R2/3/16 48,587,000

R1/7/23

R1/7/30

R1/7/30

R1/7/30 一般競争 道路改良工事（市道４０３０６号線）

一般競争 排水路整備工事（A－１６２号水路） 草加市　金明町　地内 R1/8/19 R2/3/26 52,140,000

一般競争 花栗町教職員住宅解体工事 草加市花栗三丁目２２番７号 R1/8/6 R2/3/31 119,438,000

35,365,000

一般競争 子育て世代包括支援センター開設工事 草加市中央一丁目５番２２号 R1/7/26 R1/10/31 3,542,000

R1/7/23 一般競争 橋りょうライトアップ工事（中曽根橋） 草加市　中根一丁目　地内 R1/8/5 R2/3/31

R1/7/23 一般競争
新田駅東口地区区画街路築造及び整地工事
（３１－２）

草加市金明町地内 R1/7/26 R1/10/24 14,817,000

R1/8/26 一般競争 排水路整備工事（Ａ－０３、Ｂ－１８８号水路）
草加市　新善町、旭町五丁目、栄
町二丁目、栄町三丁目　地内

草加市　稲荷五丁目、青柳一丁目
地内

R1/9/3 R2/3/20 111,298,000

R1/8/28 一般競争
公共下水道第９処理分区汚水栄町幹線移設工
事（３１ー１）

草加市　金明町　地内 R1/9/5 R2/2/12 39,083,000

R1/8/27 一般競争
吉町浄水場ろ過池配管・外壁修繕及び第１配
水池屋上防水修繕

草加市吉町四丁目１０番４５号　吉
町浄水場

R1/8/30 R2/1/31 3,608,000

R1/8/28 一般競争 公共下水道第８処理分区管渠布設替工事 草加市　長栄三丁目　地内 R1/9/6 R2/2/24 51,480,000

R1/8/29 一般競争 道路改良工事（市道２０３３、３０８４８号線）
草加市　氷川町、神明一丁目　地
内

R1/9/6 R2/2/3 12,375,000

草加市草加一丁目３番１号 R1/10/17 R2/1/31 37,334,000

R1/8/29 一般競争 公共下水道人孔浮上防止工事（３１ー１） 草加市　栄町三丁目　地内ほか R1/9/6 R2/2/3 6,380,000

R1/8/30 一般競争 排水路整備工事（Ｆ－５２４号水路）
草加市　稲荷四丁目、稲荷五丁目
地内

R1/9/6 R2/3/4 31,262,000

R1/9/3 一般競争 つばさの森空調設備改修工事 草加市柿木町１１０５番地２ R1/9/10 R2/3/9 39,600,000

R1/9/3 一般競争 道路改良工事（市道４０２７５、４０４８３号線） 草加市　瀬崎四丁目　地内 R1/9/19 R2/3/17 26,180,000

R1/9/5 一般競争 やはた保育園耐震補強等工事 草加市八幡町４７３番地 R1/9/10 R2/3/19 148,280,000

R1/9/5 一般競争 清門中央公園拡張整備工事 草加市清門二丁目地内 R1/9/10 R2/2/7 34,870,000

R1/9/5 一般競争 公共下水道管渠修繕（３１－９） 草加市　八幡町　地内 R1/9/9 R1/11/28 3,444,100

R1/9/10 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）２工区

草加市　青柳七丁目　地内 R1/9/19 R2/3/18 77,716,100

きたうら保育園空調設備等改修工事

R1/8/29 一般競争 改良事業第１－１６号　配水管切回し工事 草加市　西町　地内 R1/9/4 R2/1/6 10,549,000

R1/9/3 一般競争
改良事業第1-11号配水管布設替工事及び応
急給水栓設置工事(八幡北小学校）

草加市八幡町地内 R1/9/25 R2/3/22 51,590,000

R1/8/30 一般競争 公共下水道マンホールポンプ修繕（３１－８）
草加市内（マンホールポンプ場１６
箇所）

R1/9/5 R2/2/24 20,350,000

R1/8/30 一般競争



開札日時 入札方式名称 案件名称 工事場所 契約締結日 契約終了日 契約金額（円）（税込み） 業者名 結果

工事入札結果（令和元年度上半期分）

草加建設株式会社 辞退
新日本建設工業株式会社 辞退
株式会社埼玉車輌 辞退
株式会社斉藤興業 失格
大一工業株式会社 失格
マツコンストラクション協同組合 失格
長栄建設工業株式会社 失格
株式会社小林設備 落札
ナガヤス工業株式会社
有限会社新井建設 落札
株式会社誠環
株式会社葉月建設
富士建設工業株式会社
株式会社岩渕産業 落札
有限会社渡辺建設工業
大土建工業株式会社
有限会社鴨下工業 落札
株式会社松草
会田塗装株式会社
ナガヤス工業株式会社 落札
株式会社岩渕産業
大一工業株式会社 辞退
株式会社斉藤興業 落札
ナガヤス工業株式会社 辞退
マツコンストラクション協同組合 失格
大一工業株式会社 失格
草加建設株式会社 落札
株式会社小林設備
株式会社埼玉車輌
長栄建設工業株式会社
株式会社三成建設
有限会社高橋電気 落札
東武電設株式会社 途中辞退
株式会社三成建設 途中辞退
笹沼建設株式会社 途中辞退
ムサシ建設工業株式会社 途中辞退
富士建設工業株式会社 落札
株式会社三成建設 辞退
株式会社埼玉車輌 失格
長栄建設工業株式会社 落札

R1/9/30 一般競争 であいの森防火シャッター設備更新工事 草加市柿木町２６１番地１ R1/10/15 R2/2/12 5,962,000 有限会社高橋電気 落札

R1/9/10 一般競争 排水路整備工事（Ｇ－１３１号水路） 草加市　柿木町　地内 R1/9/13 R2/3/31 70,924,700

R1/9/10 一般競争 今様・草加宿道路整備工事（市道２０７８号線）
草加市　高砂二丁目、氷川町　地
内

R1/9/13 R2/2/10 11,891,000

R1/9/19 一般競争 綾瀬川遊歩道整備工事（防護柵工事）
草加市　神明二丁目、松江二丁目
地内

R1/10/1 R2/3/31 30,250,000

R1/9/19 一般競争
長寿命化補修工事(ふれあい橋)及び農業用水
施設改修工事（青柳堰）

草加市　青柳二丁目、三丁目　地
内

R1/10/1 R2/3/31 29,260,000

R1/9/19 一般競争 谷塚浄水場管理室防水修繕
草加市谷塚上町４４７番地　谷塚浄
水場

R1/9/24 R2/2/14 4,565,000

草加市文化会館非常用自家発電機改修工事 草加市松江一丁目１番５号 R1/10/9 R2/3/27 38,665,000

R1/9/27 一般競争 改良事業第１－７号　配水管布設替工事 草加市青柳四丁目地内 R1/10/4 R2/3/27 47,511,200

R1/9/30 一般競争
長栄小学校屋内運動場非構造部材等改修工
事

草加市長栄一丁目７６２番地 R1/10/10 R2/3/16 32,120,000

R1/9/30 一般競争 金明町配水管撤去工事 草加市金明町、旭町六丁目地内 H31.10.4 H31.3.31 51,260,000

R1/9/24 一般競争 排水路整備工事（Ｄ－１４３号水路） 草加市　西町　地内 R1/9/25 R2/3/23 36,784,000

R1/9/30 一般競争


