
入札結果【Ｈ２９】

入札日 工事・業務等の件名 工事・業務等の場所 入札方法
予定価格
（税込）

落札金額
（税込）

落札業者名
工期Ｆ

（着工・着手）
工期Ｔ

（完成・完了）

平成29年5月11日
羽生市立西中学校校舎３号館大規模改造工
事

羽生市大字羽生120番地　羽生市立西中学
校

一般競争（事
後審査）

149,429,880 148,500,000 羽生建設株式会社 平成29年5月17日 平成29年9月29日

平成29年5月17日 配水管布設替工事（その３） 羽生市大字桑崎地内（市道1101号線） 簡易公募 27,000,000 26,784,000 株式会社ハトリ 平成29年5月24日 平成29年9月8日

平成29年5月17日 配水管布設替工事（その８） 羽生市大字上川俣地内（市道0202号線） 簡易公募 25,768,800 25,380,000 有限会社長峯設備 平成29年5月24日 平成29年9月8日

平成29年5月17日 導水管布設替工事（その５） 羽生市大字北袋地内（市道9024号線） 簡易公募 11,545,200 11,340,000 有限会社横須賀電機 平成29年5月24日 平成29年8月31日

平成29年5月17日 舗装補修工事（その３） 羽生市大字本川俣地内（市道０１０２号線） 簡易公募 11,956,680 11,880,000 株式会社長沢組 平成29年5月18日 平成29年7月14日

平成29年5月17日 宝蔵寺沼ムジナモ自生促進業務
羽生市大字三田ヶ谷１３０２外
国指定天然記念物「宝蔵寺沼ムジナモ自生
地」

指名競争 4,622,400 4,536,000 三建工業株式会社 平成29年5月18日 平成29年11月10日

平成29年5月17日 羽生市市税等電話催告業務
羽生市東６丁目１５番地　羽生市役所収納課
内

指名競争 5,215,320 4,743,360 株式会社エコシティサービス 平成29年5月18日 平成30年3月23日

平成29年5月17日 公立保育所防犯カメラシステム賃貸借
羽生市中央1丁目3番23号　羽生市第一保育
所　外４保育所

指名競争 48,286 41,040
ＮＴＴファイナンス株式会社関東
支店

平成29年6月1日 平成34年5月31日

平成29年5月17日 消防団員用防火衣　購入 羽生市消防本部 指名競争 1,749,600 1,710,720 日本消防サービス株式会社 平成29年5月18日 平成29年10月31日

平成29年5月17日 社会福祉法人指導監査支援業務委託 羽生市東６丁目１５番地　羽生市役所 指名競争 766,800 699,840 ＯＡＧ税理士法人 平成29年5月18日 平成30年3月30日

平成29年5月17日
羽生第２幹線枝線管渠布設工事実施設計業
務

岩瀬土地区画整理事業地内（南工区） 指名競争 17,928,000 16,740,000 株式会社シーエスエンジニアズ 平成29年5月18日 平成30年3月23日

平成29年5月17日 側溝改修工事測量設計業務（その１） 羽生市大字小松地内（市道０１２４号線） 指名競争 2,109,240 2,019,600 羽生測量設計株式会社 平成29年5月18日 平成29年6月30日

平成29年5月17日 側溝新設工事測量設計業務（その１） 羽生市大字下新郷地内（市道０１０７号線） 指名競争 2,096,280 1,998,000 羽生測量設計株式会社 平成29年5月18日 平成29年6月30日

平成29年5月17日 側溝改修工事測量設計業務（その２） 羽生市大字須影地内（市道０２１４号線） 指名競争 1,998,000 1,890,000 株式会社坂田測量設計事務所 平成29年5月18日 平成29年6月30日

平成29年5月24日 井泉グラウンド南面フェンス設置工事 羽生市大字藤井上組２７５　井泉グラウンド 簡易公募 2,527,200 2,484,000 株式会社長沢組 平成29年5月25日 平成29年8月31日

平成29年5月24日
第２浄水場自家発電施設更新工事実施設計
業務

羽生市大字下羽生134番地　第２浄水場内 指名競争 7,484,400 7,020,000 株式会社工藤設計　埼玉営業所 平成29年5月25日 平成29年10月31日

平成29年5月24日
羽生市立川俣小学校校舎大規模改造工事
実施設計業務

羽生市大字本川俣629番地　羽生市立川俣
小学校

指名競争 7,128,000 5,517,720
株式会社丸田一級建築士設計
事務所

平成29年5月25日 平成29年12月28日

平成29年5月24日
羽生市立西中学校校舎３号館大規模改造工
事に伴う備品移転業務

羽生市大字羽生１２０番地　羽生市立西中学
校

指名競争 3,095,280 2,700,000 日本通運株式会社深谷支店 平成29年5月25日 平成29年9月29日

平成29年5月24日 大天白公園藤管理業務 羽生市北２丁目地内 随意契約 1,996,920 1,944,000 株式会社つかさグリーン建設 平成29年5月26日 平成30年3月31日

平成29年5月24日 側溝新設工事（その９） 羽生市大字中手子林地内（市道９３０６号線） 簡易公募 4,507,920 4,266,000 株式会社栗本建設工業 平成29年5月25日 平成29年9月29日

平成29年5月24日 舗装補修工事（その５）
羽生市中央２，３丁目地内外（市道５０９５号線
外）

簡易公募 8,577,360 8,316,000 羽生工業株式会社 平成29年5月31日 平成29年9月1日

平成29年5月24日 配水管布設替工事（その６）
羽生市北３丁目、大字羽生地内
（市道5044号線）

指名競争 46,407,600 不調 不調 平成29年5月25日 平成29年10月31日
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平成29年5月24日 公用車（特別職専用車）賃貸借 羽生市東6丁目15番地　羽生市役所 指名競争 58,860 42,660
株式会社トヨタレンタリース新埼
玉

平成29年8月1日 平成34年7月31日

平成29年5月24日 トラックイン食器消毒保管機等更新工事
羽生市大字藤井下組６８５番地　羽生市学校
給食センター

指名競争 22,680,000 22,680,000
日本調理機株式会社埼玉営業
所

平成29年5月31日 平成29年8月31日

平成29年5月24日 羽生平和公園修景施設管理業務 羽生市東６丁目２番　羽生平和公園 指名競争 1,220,400 1,188,000 株式会社金子造園 平成29年5月25日 平成29年11月10日

平成29年5月24日 調整池排水ポンプ等保守点検業務 羽生市南羽生１丁目２０番地ほか４箇所 指名競争 1,587,600 1,458,000 株式会社ハトリ 平成29年5月25日 平成30年3月30日

平成29年5月24日
羽生市売買実例の収集及び分析等に関する
業務

羽生市全域 指名競争 1,047,600 1,026,000 齋藤不動産鑑定所 平成29年5月25日 平成29年8月31日

平成29年5月24日
羽生市羽生第２消防センター新築工事実施
設計業務

羽生市中央２丁目７９－１　羽生第２消防セン
ター

指名競争 2,291,760 2,268,000
株式会社千葉構造設計コンサル
タント

平成29年5月25日 平成29年12月28日
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