
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6月4日 舗装補修工事（その１）
羽生市大字須影地内（市道０１１６
号線）

一般競争入札
（事後審査型）

14,472,000 12,960,000 株式会社ハトリ 平成30年6月13日 平成30年9月7日

平成30年6月4日 舗装補修等工事（その３）
羽生市大字上岩瀬（中宿）地内（市
道１２４２号線外）

一般競争入札
（事後審査型）

5,302,800 5,076,000 株式会社羽川工業 平成30年6月13日 平成30年9月3日

平成30年6月4日 羽生南学童保育室駐車場整備工事
羽生市南6丁目5番地1　羽生市立
羽生南小学校

一般競争入札
（事後審査型）

3,767,040 3,672,000 須藤建設株式会社 平成30年6月13日 平成30年9月28日

平成30年6月6日
羽生市立羽生北小学校屋内運動場屋根・外壁等改修
工事

羽生市北2丁目1番1号　羽生市立
羽生北小学校

総合：指名 50,680,080 49,680,000 羽生建設株式会社 平成30年6月13日 平成30年9月28日

平成30年6月6日 満期量水器交換業務 羽生市内全域 随意契約 4,687,200 4,687,200 羽生市管工事業協同組合 平成30年6月7日 平成31年3月15日

平成30年6月6日 乗用草刈機購入
羽生市大字三田ヶ谷1725番地　羽
生市三田ヶ谷農林公園

指名競争 950,000 907,200 株式会社ホソダ 平成30年6月7日 平成30年6月30日

平成30年6月6日 防災備蓄品購入
羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所　外33箇所

指名競争 4,395,600 4,103,557 星野総合商事株式会社 平成30年6月7日 平成30年8月10日

平成30年6月6日 市庁舎エレベーター改修工事
羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

随意契約 7,452,000 7,020,000
三菱電機ビルテクノサービス
株式会社関東支社

平成30年6月13日 平成30年10月12日

平成30年6月6日
平成30年度社会保障・税番号制度システム対応業務
委託（厚生労働省分）

羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

随意契約 3,814,560 3,715,200 ＡＧＳ株式会社 平成30年6月7日 平成30年9月30日

平成30年6月6日
平成30年度社会保障・税番号制度システム対応業務
委託（総務省分）

羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

随意契約 1,433,160 1,393,200 ＡＧＳ株式会社 平成30年6月7日 平成30年9月30日

平成30年6月6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 550,800 388,800 税理士法人ＴＭＳ 平成30年6月7日 平成31年3月29日

平成30年6月6日 側溝新設等工事測量設計業務（その１）
羽生市大字下手子林地内（市道０１
２１号線）

指名競争 3,866,400 3,607,200
株式会社坂田測量設計事
務所

平成30年6月7日 平成30年10月15日

平成30年6月6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 2,430,000 2,246,400
株式会社坂田測量設計事
務所

平成30年6月7日 平成30年9月28日

平成30年6月6日 道路側溝清掃業務 羽生市南5丁目(市道0125号線外) 指名競争 3,024,000 2,948,400 有限会社新生興産 平成30年6月7日 平成30年8月31日

平成30年6月6日 電気計装設備点検業務
羽生市大字下羽生134番地　第2浄
水場　外2箇所

指名競争 11,998,800 11,340,000 荏原商事株式会 関東支社 平成30年6月7日 平成31年2月28日

平成30年6月6日 第2浄水場№3ろ過機電動弁更新工事
羽生市大字下羽生134番地　第2浄
水場

指名競争 33,966,000 31,320,000 荏原商事株式会 関東支社 平成30年6月13日 平成30年12月21日

平成30年6月6日 ごみクレーン走行レール修繕
羽生市大字三田ヶ谷1863　羽生市
清掃センター

随意契約 9,601,200 9,599,040 極東サービス株式会社 平成30年6月13日 平成31年1月31日

平成30年6月6日 羽生市清掃センター焼却施設点検整備業務
羽生市大字三田ヶ谷1863　羽生市
清掃センター

随意契約 9,968,400 9,871,200
エスエヌ環境テクノロジー株
式会社 東京支店

平成30年6月13日 平成30年12月25日

平成30年6月25日 舗装新設工事（その１）
羽生市大字三田ヶ谷地内外（市道
0128号線）

一般競争入札
（事後審査型）

20,368,800 18,576,000 三建工業株式会社 平成30年7月4日 平成30年11月16日

平成30年6月25日 舗装補修工事（その７）
羽生市東3丁目地内外（市道6012
号線外）

一般競争入札
（事後審査型）

11,664,000 11,232,000 羽生工業株式会社 平成30年7月4日 平成30年9月28日

平成30年6月25日 側溝新設等工事（その5）
羽生市大字藤井上組（西）地内（市
道6056号線）

一般競争入札
（事後審査型）

6,912,000 6,804,000 株式会社長沢組 平成30年7月4日 平成30年10月26日

平成30年6月25日 建設課詰所資材建屋外部修繕工事
羽生市東9丁目2283番地（建設課
詰所）

一般競争入札
（事後審査型）

2,937,600 2,808,000 株式会社栗本建設工業 平成30年7月4日 平成30年9月28日

平成30年6月28日 下水道管渠補修工事 羽生市南8丁目地内外 指名競争 2,484,000 2,376,000
三栄管理興業株式会社加
須支店

平成30年7月5日 平成30年8月10日
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平成30年6月28日 雑草刈払業務（その４）
羽生市大字藤井上組（西）地内外
（市道０１１２線外）

指名競争 1,836,000 1,782,000 株式会社長沢組 平成30年6月29日 平成30年8月31日

平成30年6月28日 雑草刈払業務（その５）
羽生市大字三田ヶ谷地内外（市道０
１２２号線）

指名競争 1,188,000 1,144,800 三建工業株式会社 平成30年6月29日 平成30年11月30日

平成30年6月28日 産業系土地利用検討調査業務 羽生市大字上岩瀬地区内 指名競争 1,527,120 1,512,000
日本都市技術株式会社埼
玉事務所

平成30年7月3日 平成31年3月29日

平成30年6月28日
旧羽生市市営住宅旭町団地（１、３、５、６号棟）解体工
事実施設計業務

羽生市南５丁目２２番２号　羽生市
市営住宅旭町団地

指名競争 1,124,280 1,101,600 富田一級建築士事務所 平成30年6月29日 平成30年12月28日

平成30年6月28日 羽生市立小・中学校空調機清掃及び点検業務
羽生市北2丁目1番1号　羽生市立
羽生北小学校　外13校

指名競争 2,741,040 698,976
セイコービルシステム株式会
社

平成30年6月29日 平成30年9月28日

平成30年6月28日 三田ヶ谷農林公園建物清掃業務
羽生市大字三田ケ谷１７２５　三田ヶ
谷農林公園

指名競争 1,192,320 1,122,044 東京ワックス株式会社 平成30年6月29日 平成31年3月31日

平成30年6月28日 消防団員用防火衣購入
羽生市大字藤井下組990番地1　羽
生市消防本部

指名競争 1,792,800 1,749,600 日本消防サービス株式会社 平成30年6月29日 平成30年11月30日

平成30年6月28日 消防用ホース購入
羽生市大字藤井下組990番地1　羽
生市消防本部

指名競争 1,317,600 1,180,440 日本消防サービス株式会社 平成30年6月29日 平成30年9月28日

平成30年6月28日 デジタル簡易無線機購入
羽生市大字藤井下組990番地1　羽
生市消防本部

指名競争 864,000 812,592 日本消防サービス株式会社 平成30年6月29日 平成30年9月28日

平成30年6月28日 羽生市立川俣小学校外3箇所タブレット端末等賃貸借
羽生市本川俣629番地　川俣小学
校　外3箇所

指名競争 1,061,961 988,092
ＮＴＴファイナンス株式会社
関東支店

平成30年9月1日 平成35年8月31日

平成30年6月28日 上岩瀬地区産業団地合意書取得業務 羽生市大字上岩瀬地区内 随意契約 3,939,840 3,932,000 埼玉県土地開発公社 平成30年7月3日 平成31年3月29日

平成30年6月28日 総合行政システム（PubLinkerクラウド）導入業務
羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

随意契約 36,180,000 36,072,000 ＡＧＳ株式会社 平成30年6月29日 平成30年10月31日

平成30年6月28日 健康管理システム更新業務
羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

随意契約 6,998,400 6,912,000 ＡＧＳ株式会社 平成30年6月29日 平成30年10月31日

平成30年6月28日
子育て世代包括支援センター開設に係るシステム追
加業務

羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

随意契約 3,564,000 3,456,000 ＡＧＳ株式会社 平成30年6月29日 平成30年10月31日
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