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2009/11/5

橋梁新設工事 羽生市大字中岩瀬地内（市道５２９８号
線） 簡易公募 ･7,591,500 ･7,350,000 ㈱羽川工業 2009/11/12 2010/2/26

2009/11/5

側溝新設等工事（その１） 羽生市大字須影地内（市道０１１６号線）

簡易公募 ･9,502,500 ･9,187,500 三建工業㈱ 2009/11/12 2010/2/26

2009/11/5

側溝改修工事（その２） 羽生市大字下新郷（２区）地内（市道
4178号線） 簡易公募 ･4,567,500 ･3,990,000 ㈱おりた 2009/11/12 2010/2/10

2009/11/5

側溝改修工事（その１） 羽生市大字北荻島地内（市道7204号
線） 簡易公募 ･3,517,500 ･2,572,500 須藤建設㈱ 2009/11/12 2010/2/10

2009/11/5

側溝新設工事（その２） 羽生市大字下川崎地内（市道4283・
4285号線） 簡易公募 ･2,950,500 ･2,877,000 ㈲新生興産 2009/11/12 2010/2/10

2009/11/5

舗装新設工事（その６） 羽生市大字上新郷（６区）地内（市道
1272号線） 簡易公募 ･4,609,500 ･3,885,000 荻野工業㈱ 2009/11/12 2010/1/29

2009/11/5

清和園南棟屋根改修工事 羽生市大字上岩瀬３７９番地

簡易公募 ･2,698,500 不調

2009/11/5

第３水源取水ポンプ更新工事 羽生市東６丁目地内

指名 ･8,778,000 ･8,505,000 藤田エンジニアリング㈱ 2009/11/12 2010/2/26

2009/11/5

下水道管渠内TV調査業務 羽生処理区地内

指名 ･1,470,000 ･1,155,000 三栄管理興業㈱ 2009/11/6 2009/12/25

2009/11/5

給食用食器（お椀） 羽生市大字藤井下組６８５

指名 ･7,791,000 ･7,484,400 ㈱アイホー 2009/11/6 2010/1/28

2009/11/5

総合行政ネットワークシステム（ＬＧＷAN）
機器賃借

羽生市東6－15

指名 ･186,386 ･169,050 リコーリース㈱ 2009/12/1 2014/11/30

2009/11/5

住民基本台帳ネットワークシステム機器
賃借

羽生市東6－15

指名 ･194,670 ･185,955 リコーリース㈱ 2009/12/1 2014/11/30

2009/11/5

業務用パソコン賃貸借 羽生市東6－15

指名 ･26,460 ･24,202 日本教育情報機器㈱ 2009/12/1 2014/11/30

2009/11/5

住民基本台帳ネットワークシステム導入
設定業務

羽生市東6－15

随契 ･1,995,000 ･1,862,000 ＡＧＳ㈱ 2009/11/6 2009/12/18

2009/11/11

羽生市観光基本計画策定業務 羽生市中央３丁目７－５

指名 ･1,995,000 ･1,606,500 ㈶埼玉りそな産業協力財団 2009/11/12 2010/3/31

2009/11/11

人事管理システム任用情報等パンチ入力
委託業務

羽生市役所内

指名 ･1,846,950 ･1,415,400 ㈱ウエスト 2009/11/12 2010/3/31

2009/11/18

交差点改良工事 羽生市大字小松地内　（市道０１２４号
線） 総合評価 ･17,619,000 ･16,590,000 東武土木㈱ 2009/11/25 2010/3/25

2009/11/18

高規格救急自動車 羽生市消防本部

指名 ･17,755,500 ･16,464,000 埼玉トヨタ自動車㈱ 2009/11/19 2010/3/31

2009/11/18

高度救命処置用資機材 羽生市消防本部

指名 ･15,214,500 ･14,994,000 日本船舶薬品㈱ 2009/11/19 2010/3/31
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2009/11/18

ミニホィールローダ 羽生市清掃センター

指名 ･4,725,000 ･3,780,000 コマツ埼玉㈱ 2009/11/19 2010/1/29

2009/11/18

羽生市汚泥再生処理センター設備機器修
繕

羽生市大字下村君字中谷1252　羽生市
汚泥再生処理センター 指名 ･15,907,500 ･15,015,000

三井造船環境エンジニアリ
ング㈱ 2009/11/25 2010/3/23

2009/11/18

排水ポンプ改修工事 羽生市小松台２丁目地内（№１ポンプ）

指名 ･11,499,600 ･11,445,000 藤田エンジニアリング㈱ 2009/11/25 2010/3/25

2009/11/18

羽生市道路台帳補正業務 羽生市内全域

指名 ･7,276,500 ･7,035,000 国際航業㈱ 2009/11/19 2010/3/15

2009/11/18

雨水幹線整備計画策定業務 羽生公共下水道計画区域（岩瀬土地区
画整理事業地内） 指名 ･2,415,000 ･1,302,000

中日本建設コンサルタント
㈱ 2009/11/19 2010/3/12

2009/11/18

羽生市地域防災計画策定業務 羽生市役所

指名 ･1,995,000 ･1,890,000 ㈱ぎょうせい 2009/11/19 2010/3/31

2009/11/18

体操用器具購入 羽生市東9-1-1（羽生市体育館）

随契 ･5,199,600 ･5,197,500 セノー㈱ 2009/11/19 2009/11/26

2009/11/18

羽生市清掃センター粗大ごみ処理施設修
繕

羽生市大字三田ケ谷1863番地　羽生市
粗大ごみ処理施設 随契 ･12,106,500 ･12,075,000 極東開発工業㈱ 2009/11/25 2010/3/23

2009/11/18

配水管布設替工事（その１０） 羽生市大字須影地内

簡易公募 ･40,320,000 ･40,110,000 ㈱ハトリ 2009/11/25 2010/3/23

2009/11/18

配水管布設替工事（その１２） 羽生市大字桑崎地内

簡易公募 ･21,220,500 ･21,000,000 ㈱長沢組 2009/11/25 2010/3/10

2009/11/18

配水管布設替工事（その４） 羽生市中央３，４，５丁目地内

簡易公募 ･9,219,000 ･8,925,000 ㈲長峯設備 2009/11/25 2010/3/3

2009/11/18

配水管布設工事（その１７） 羽生市大字須影地内

簡易公募 ･9,345,000 ･8,610,000 東武土木㈱ 2009/11/25 2010/2/26

2009/11/26

配水管布設替工事（その２０－３） 羽生市大字上岩瀬地内

指名 ･7,108,500 ･6,898,500 東武土木㈱ 2009/12/3 2010/1/29

2009/11/26

配水管布設替工事（その２０－２） 羽生市大字桑崎、上岩瀬地内

指名 ･6,132,000 ･5,932,500 荻野工業㈱ 2009/12/3 2010/1/29

2009/11/26

羽生市清掃センター焼却施設修繕 羽生市大字三田ヶ谷１８６３番地　（羽生
市清掃センター） 随契 ･70,665,000 ･69,300,000 ユニチカ㈱ 2009/12/3 2010/3/23
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