
入札結果【R1】

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）

令和元年5月13日 側溝改修工事（その４）
羽生市大字小松地内（市道０１２４
号線）

一般競争入札
（事後審査型）

4,730,400 4,600,800 須藤建設株式会社 令和元年5月22日 令和元年8月30日

令和元年5月13日 路肩拡幅工事（その１）
羽生市大字中手子林地内（市道０１
２１号線）

一般競争入札
（事後審査型）

4,244,400 4,104,000 株式会社栗本建設工業 令和元年5月22日 令和元年9月4日

令和元年5月13日 舗装補修工事（その５）
羽生市大字発戸地内（市道０１０２
号線）

一般競争入札
（事後審査型）

9,223,200 9,072,000 株式会社長沢組 令和元年5月22日 令和元年7月19日

令和元年5月13日 舗装補修工事（その１４）
羽生市西4丁目地内外（市道５１２５
号線外）

一般競争入札
（事後審査型）

6,825,600 6,480,000 羽生工業株式会社 令和元年5月22日 令和元年8月15日

令和元年5月13日 舗装補修工事（その１２）
羽生市大字北袋地内（市道０２１５
号線）

一般競争入札
（事後審査型）

6,112,800 5,918,400 須藤建設株式会社 令和元年5月22日 令和元年7月19日

令和元年5月13日 舗装補修工事（その１）
羽生市大字下川崎地内（市道０１１
４号線）

一般競争入札
（事後審査型）

4,784,400 4,644,000 有限会社新生興産 令和元年5月22日 令和元年8月2日

令和元年5月13日 プレミアム付商品券システム構築業務
羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

随意契約 3,618,000 3,402,000 ＡＧＳ株式会社 令和元年5月14日 令和元年9月30日

令和元年5月15日 羽生市消防本部電話交換機更新工事
羽生市大字藤井下組990番地1　羽
生市消防本部

指名競争 3,068,280 2,947,320
三信電気株式会社 ソリュー
ション営業本部

令和元年5月22日 令和元年9月30日

令和元年5月15日 下水道管渠補修工事 羽生市東4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

令和元年5月22日 令和元年6月28日

令和元年5月15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 6,666,000 6,600,000 三建工業株式会社 令和元年5月16日 令和元年11月6日

令和元年5月15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番地外　国指定天
然記念物「宝蔵寺沼ムジナモ自生地」 指名競争

4,353,000
（税抜価格）

4,250,000
（税抜価格）

三建工業株式会社 令和元年5月16日 令和元年11月30日

令和元年5月15日 街区公園実施設計業務 岩瀬土地区画整理事業地内 指名競争 2,818,800 2,754,000 羽生測量設計株式会社 令和元年5月17日 令和元年9月30日

令和元年5月15日 下水道全体計画等見直し業務 羽生市内 指名競争 26,290,000 25,190,000
中日本建設コンサルタント株
式会社  北関東事務所

令和元年5月16日 令和2年2月28日

令和元年5月15日 都市計画（土地区画整理事業等）変更図書作成業務 羽生市西1,2丁目の一部 指名競争 2,130,840 648,000 株式会社アイコンサルタント 令和元年5月16日 令和元年7月26日

令和元年5月15日 舗装補修等工事測量設計業務（その１）
羽生市大字下新田地内（市道０１０
７号線）

指名競争 2,260,440 2,160,000
株式会社アタル開発 北埼
支店

令和元年5月16日 令和元年8月30日

令和元年5月15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 1,782,000 1,650,000 株式会社ハトリ 令和元年5月16日 令和2年3月31日

令和元年5月15日 雑草刈払業務（その１）
羽生市東6丁目地内外（市道０１２５
号線外）

指名競争 1,350,000 1,375,000 羽生工業株式会社 令和元年5月16日 令和元年11月29日

令和元年5月15日 図書館・郷土資料館樹木等管理業務
羽生市大字下羽生948番地　羽生
市立図書館・郷土資料館

指名競争 627,000 627,000 株式会社金子造園 令和元年5月16日 令和元年11月30日

令和元年5月20日 羽生南小学校校庭貯留施設整備工事 羽生市南6丁目5番地1
一般競争入札
（事後審査型）

76,528,100 75,350,000 株式会社ハトリ 令和元年5月29日 令和2年3月19日

令和元年5月27日 配水管布設替工事（その４）
羽生市大字上新郷地内（市道1116
号線）

一般競争入札
（事後審査型）

7,473,600 7,344,000 株式会社渡辺工務店 令和元年6月5日 令和元年9月13日

令和元年5月29日 羽生市道路台帳補正業務 羽生市内全域 指名競争 11,858,000 11,330,000
国際航業株式会社 埼玉支
店

令和元年5月30日 令和2年3月20日

令和元年5月29日 ハロゲン化物消火設備消火剤貯蔵容器等交換工事
羽生市下羽生948番地　羽生市立
郷土資料館

指名競争 4,920,480 4,590,000 有限会社ハイウェイ 令和元年6月5日 令和元年9月30日

令和元年5月29日 羽生市生活排水処理基本構想見直し業務 羽生市内全域 随意契約 2,970,000 2,640,000
株式会社シーエスエンジニ
アズ

令和元年5月30日 令和2年3月27日
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令和元年5月29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 2,145,000 2,090,000 株式会社長沢組 令和元年5月30日 令和2年3月31日

令和元年5月29日 大天白公園藤管理業務 羽生市北2丁目地内 随意契約 2,090,000 2,068,000
株式会社つかさグリーン建
設

令和元年5月30日 令和2年3月29日

令和元年5月29日 配水管布設替工事（その２）設計業務
羽生市大字下新田、下岩瀬地内
（市道０２１０号線）

随意契約 1,339,200 1,274,400
株式会社坂田測量設計事
務所

令和元年5月30日 令和元年7月31日

令和元年5月29日 羽生平和公園修景施設管理業務 羽生市東6丁目地内 指名競争 1,342,000 1,254,000 株式会社金子造園 令和元年5月30日 令和元年11月22日

令和元年5月29日 市道０１１３号線物件調査積算業務 羽生市大字加羽ケ崎地内 指名競争 669,600 626,400 羽生測量設計株式会社 令和元年5月30日 令和元年9月30日
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