
入札結果【Ｈ３０】

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30年4月6日 側溝蓋架渡等工事（その１）
羽生市大字上岩瀬地内
（市道０２０９号線外）

指名競争 2,755,080 2,484,000 榎本工業有限会社 平成30年4月6日 平成30年5月11日

平成30年4月11日 羽生市学校給食センター２号蒸気ボイラ更新工事
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 9,898,200 7,182,000 協和ボイラ工業株式会社 平成30年4月18日 平成30年8月31日

平成30年4月11日 学校給食用角ランチ皿購入
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 3,645,000 3,402,000 日本調理機株式会社 平成30年4月12日 平成30年5月1日

平成30年4月11日 会議録調整等業務
羽生市東6丁目15番地
羽生市役所

随意契約 3,099,600 3,034,800 株式会社会議録研究所 平成30年4月12日 平成31年3月31日

平成30年4月11日 小型貨物自動車購入（建設課）
羽生市東６丁目１５番地
羽生市役所

随意契約 1,690,789 1,605,480
埼玉県自動車整備振興会
羽生支部

平成30年4月12日 平成30年5月31日

平成30年4月11日 軽自動車購入（防犯パトロール車）
羽生市東６丁目１５番地
羽生市役所

随意契約 1,474,740 1,412,128
埼玉県自動車整備振興会
羽生支部

平成30年4月12日 平成30年6月29日

平成30年4月11日 軽自動車購入（消防総務課）
羽生市大字藤井上組９９０番地１
羽生市消防本部

随意契約 1,052,028 928,128
埼玉県自動車整備振興会
羽生支部

平成30年4月12日 平成30年6月29日

平成30年4月11日 軽貨物車購入（環境課）
羽生市東６丁目１５番地
羽生市役所

随意契約 1,116,722 979,128
埼玉県自動車整備振興会
羽生支部

平成30年4月12日 平成30年6月30日

平成30年4月11日 軽自動車購入（貨物）（生涯学習課）
羽生市大字弥勒634番地1
羽生市三田ヶ谷公民館

随意契約 1,052,028 928,128
埼玉県自動車整備振興会
羽生支部

平成30年4月12日 平成30年5月31日

平成30年4月18日 市道0113号線道路改良工事全体設計業務
羽生市大字加羽ヶ崎地内ほか
（市道0113号線）

指名競争 4,147,200 3,996,000 羽生測量設計株式会社 平成30年4月19日 平成30年10月1日

平成30年4月18日 ばい煙及びごみ組成分類等分析検査業務
羽生市大字三田ヶ谷1863
羽生市清掃センター

指名競争 1,218,240 799,200 平成理研株式会社 平成30年4月19日 平成31年3月31日

平成30年4月18日 早生田堀排水路右岸堤塘敷現況測量業務
羽生市大字上岩瀬地内ほか
（市道0208号線沿道）

指名競争 1,771,200 1,706,400 羽生測量設計株式会社 平成30年4月19日 平成30年7月13日

平成30年4月23日 配水管布設替工事（その１）
羽生市大字下手子林地内
（市道9328号線）

一般競争入札
（事後審査型）

25,596,000 24,732,000 株式会社栗本建設工業 平成30年5月2日 平成30年8月31日

平成30年4月25日 防災行政無線固定系屋外子局装置機器購入
羽生市東6丁目15番地
羽生市役所

随意契約 3,936,600 3,920,400
三信電気株式会社 ソリュー
ション営業本部

平成30年4月26日 平成30年8月31日

平成30年4月25日 公用車（市長車）賃貸借
羽生市東6丁目15番地
羽生市役所

指名競争 102,384 73,440
株式会社トヨタレンタリース
新埼玉

平成30年10月1日 平成35年9月30日

平成30年4月25日 排水ポンプ設置工事実施設計業務 羽生市東8丁目地内 指名競争 6,750,000 5,832,000 株式会社ジェーエステック 平成30年4月26日 平成30年9月7日

平成30年4月25日 舗装補修実施設計業務（その３）
羽生市大字三田ヶ谷地内外
（市道０１２８号線）

指名競争 1,274,400 1,188,000
株式会社アタル開発 北埼
支店

平成30年4月26日 平成30年7月20日

平成30年5月9日 羽生平和公園水盤等清掃業務
羽生市東6丁目地内
羽生平和公園

指名競争 ¥1,922,400 1,857,600 有限会社新生興産 平成30年5月10日 平成30年10月25日

平成30年5月14日 舗装補修工事（その8）
羽生市大字下新郷（2区）地内（市
道0212号線）

一般競争入札
（事後審査型）

8,985,600 8,640,000 株式会社多胡建材 平成30年5月23日 平成30年8月31日

平成30年5月16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

指名競争 5,215,320 4,568,400
株式会社ケー・デーシー　さ
いたま事務所

平成30年5月17日 平成31年3月26日

平成30年5月16日
平成30年8月施行介護保険制度改正対応システム改
修業務

羽生市東6丁目15番地 羽生市役所 随意契約 3,348,000 3,240,000 ＡＧＳ株式会社 平成30年5月17日 平成30年9月30日

平成30年5月16日 羽生市道路台帳補正業務 羽生市内全域 指名競争 22,971,600 22,140,000
国際航業株式会社 埼玉支
店

平成30年5月17日 平成31年3月22日

平成30年5月16日 川崎産業団地緑地帯除草業務 羽生市川崎1・2丁目地内 指名競争 6,480,000 6,372,000 三建工業株式会社 平成30年5月17日 平成30年11月5日
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平成30年5月16日 羽生中央公園修景施設管理業務
羽生市東9丁目地内　羽生中央公
園

指名競争 5,799,600 5,454,000 株式会社金子造園 平成30年5月18日 平成31年3月29日

平成30年5月16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 4,527,360 4,482,000 三建工業株式会社 平成30年5月17日 平成30年11月30日

平成30年5月16日 末端水質監視装置定期点検業務
羽生市大字三田ヶ谷1725番地　三
田ヶ谷農林公園　外4箇所

随意契約 3,110,400 3,024,000 荏原商事株式会 関東支社 平成30年5月17日 平成31年2月28日

平成30年5月16日 配水管布設工事（南－９、１０）設計業務 岩瀬土地区画整理事業地内 指名競争 2,138,400 2,008,800 羽生測量設計株式会社 平成30年5月17日 平成30年7月31日

平成30年5月16日 配水管布設工事（南－１１、１２）設計業務 岩瀬土地区画整理事業地内 指名競争 2,116,800 2,030,400
株式会社シーエスエンジニ
アズ

平成30年5月17日 平成30年7月31日

平成30年5月16日 大天白公園藤管理業務 羽生市北２丁目地内 随意契約 2,041,200 1,998,000
株式会社つかさグリーン建
設

平成30年5月17日 平成31年3月29日

平成30年5月16日 雑草刈払業務（その１）
羽生市東6丁目地内外（市道0125
線外）

指名競争 2,030,400 1,922,400 羽生工業株式会社 平成30年5月17日 平成30年11月23日

平成30年5月16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　外4箇
所

指名競争 1,674,000 1,620,000 株式会社ハトリ 平成30年5月17日 平成31年3月29日

平成30年5月16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 1,274,400 1,166,400 株式会社金子造園 平成30年5月18日 平成30年11月15日

平成30年5月21日 舗装補修工事（その3）
羽生市大字発戸地内（市道０１０２
号線外）

一般競争入札
（事後審査型）

14,374,800 14,148,000 株式会社長沢組 平成30年5月30日 平成30年8月24日

平成30年5月21日 舗装補修工事（その２）
羽生市大字上岩瀬地内（市道０２０
８号線）

一般競争入札
（事後審査型）

7,074,000 6,588,000 株式会社羽川工業 平成30年5月30日 平成30年8月31日

平成30年5月21日 舗装補修等工事（その１）
羽生市大字下岩瀬（東）地内（市道
０２０９号線）

一般競争入札
（事後審査型）

5,151,600 5,076,000 株式会社島田建材 平成30年5月30日 平成30年8月24日

平成30年5月23日 全国瞬時警報システム（J-ALERT）更新工事
羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

随意契約 2,650,000 2,592,000
三信電気株式会社 ソリュー
ション営業本部

平成30年5月30日 平成30年8月31日

平成30年5月23日 管渠設計業務 羽生市大沼（1丁目、2丁目）地内 指名競争 22,572,000 21,600,000
中日本建設コンサルタント株
式会社  北関東事務所

平成30年5月24日 平成31年3月29日

平成30年5月23日
羽生市立西中学校屋内運動場武道場天井改修等工
事外2件実施設計業務

羽生市大字羽生120番地　羽生市
立西中学校　外2校

指名競争 2,974,320 2,916,000
株式会社千葉構造設計コン
サルタント

平成30年5月24日 平成30年12月28日

平成30年5月23日 羽生中央公園運動施設管理業務 羽生市東9丁目地内 指名競争 2,062,800 2,052,000 株式会社長沢組 平成30年5月25日 平成31年3月22日

平成30年5月23日 小松台工業団地調整池遠隔監視装置設置工事
羽生市小松台２丁目地内（小松台
工業団地調整池）

指名競争 2,084,400 1,944,000
藤田エンジニアリング株式
会社 埼玉支店

平成30年5月30日 平成30年8月24日

平成30年5月23日 川崎産業団地調整池排水施設修繕
羽生市川崎１丁目地内（川崎産業
団地調整池）

指名競争 1,717,200 1,674,000 株式会社ハトリ 平成30年5月24日 平成30年8月31日

平成30年5月23日 配水管布設工事（南－13、14）設計業務 岩瀬土地区画整理事業地内 指名競争 1,911,600 1,814,400
株式会社アタル開発 北埼
支店

平成30年5月24日 平成30年7月31日

平成30年5月23日 配水管布設替工事（その６）設計業務
羽生市大字上新郷地内（一般県道
熊谷羽生線）

指名競争 1,998,000 1,857,600
新日本設計株式会社　関東
事務所

平成30年5月24日 平成30年8月31日

平成30年5月23日 蒸気回転釜更新工事
羽生市大字藤井下組６８５番地（羽
生市学校給食センター内）

指名競争 1,898,424 1,782,000
日本調理機株式会社 埼玉
営業所

平成30年5月30日 平成30年8月17日

平成30年5月23日 プール深さ調整用フロア購入
羽生市北2丁目1番1号 羽生北小学
校

指名競争 1,512,000 1,107,000 松勘工業株式会社 平成30年5月24日 平成30年6月29日

平成30年5月23日 地方公営企業法適用システム導入業務
羽生市大沼2丁目63番地　水質浄
化センター内

指名競争 4,244,400 2,808,000
日本事務器株式会社　関東
信越支社

平成30年5月24日 平成31年3月29日
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