
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6月10日 羽生第２枝線管渠布設工事（その１）
岩瀬土地区画整理事業地内（南工
区）

一般競争入札
（事後審査型）

39,160,000 38,500,000 株式会社羽川工業 令和元年6月19日 令和元年12月10日

令和元年6月10日 羽生第２枝線管渠布設工事（その２）
岩瀬土地区画整理事業地内（南工
区）

一般競争入札
（事後審査型）

34,650,000 34,320,000 株式会社栗本建設工業 令和元年6月19日 令和元年12月10日

令和元年6月10日 側溝改修工事（その３）
羽生市大字上新郷（9区）地内（市
道1197号線）

一般競争入札
（事後審査型）

3,931,200 3,888,000 株式会社島田建材 令和元年6月20日 令和元年9月25日

令和元年6月10日
羽生市立西中学校屋内運動場武道場天井改修等工
事

羽生市大字羽生120番地　羽生市
立西中学校

一般競争入札
（事後審査型）

25,779,600 24,840,000 株式会社渡辺工務店 令和元年6月19日 令和元年9月30日

令和元年6月10日 配水管布設工事（南－１４） 岩瀬土地区画整理事業地内
一般競争入札
（事後審査型）

12,089,000 11,550,000
有限会社川島工業羽生営
業所

令和元年6月19日 令和元年12月10日

令和元年6月10日 舗装補修工事（その８）
羽生市南2丁目（元町）地内（市道
5230号線）

一般競争入札
（事後審査型）

4,622,400 4,536,000 株式会社ハトリ 令和元年6月19日 令和元年9月25日

令和元年6月12日 羽生市清掃センター整備基本構想業務
羽生市三田ヶ谷1863番地　羽生市
清掃センター

指名競争 2,992,000 2,519,000
株式会社三水コンサルタント
埼玉事務所

令和元年6月13日 令和2年3月23日

令和元年6月12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 12,991,000 12,650,000 荏原商事株式会 関東支社 令和元年6月13日 令和2年2月28日

令和元年6月12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 1,911,600 1,890,000 株式会社長沢組 令和元年6月13日 令和元年8月30日

令和元年6月12日 満期量水器交換業務 羽生市内全域 随意契約 7,656,000 7,656,000 羽生市管工事業協同組合 令和元年6月13日 令和2年3月13日

令和元年6月12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 3,985,200 3,955,338 株式会社サイボウ 令和元年6月13日 令和元年8月23日

令和元年6月12日 大型遊具購入
羽生市中央3丁目7番5号　羽生市
民プラザ1階子育て支援拠点

指名競争 1,965,600 1,495,476 天沼商事株式会社 令和元年6月13日 令和元年9月6日

令和元年6月12日 社会福祉法人指導監査支援業務
羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

指名競争 693,000 330,000
税理士法人アミック＆パート
ナーズ

令和元年6月13日 令和2年3月31日

令和元年6月12日 プレミアム付商品券通知書作成等業務
羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

随意契約 4,618,350 4,563,350 ＡＧＳ株式会社 令和元年6月13日 令和2年2月28日

令和元年6月17日 羽生市羽生第2消防センター新築工事 羽生市中央2丁目79番地1の一部 総合：指名 38,874,000 36,850,000 羽生建設株式会社 令和元年6月27日 令和元年12月27日

令和元年6月24日 配水管布設替工事（その７）
羽生市大字羽生地内（市道２０９３
号線）

一般競争入札
（事後審査型）

16,665,000 16,280,000 有限会社長峯設備 令和元年7月3日 令和元年10月31日

令和元年6月24日 配水管布設工事（南－１３） 岩瀬土地区画整理事業地内
一般競争入札
（事後審査型）

11,935,000 11,550,000 株式会社栗本建設工業 令和元年7月3日 令和元年12月10日

令和元年6月24日 舗装補修工事（その４）
羽生市大字藤井上組地内（市道０１
１７号線）

一般競争入札
（事後審査型）

5,043,600 4,914,000 株式会社長沢組 令和元年7月3日 令和元年9月19日

令和元年6月24日 舗装補修工事（その１１）
羽生市大字弥勒(北)地内（市道３１
１２号線外）

一般競争入札
（事後審査型）

4,773,600 4,536,000 有限会社栄工業 令和元年7月3日 令和元年9月20日

令和元年6月26日 第１、２浄水場シーケンサ更新工事
羽生市南5丁目19番5号　第1浄水
場外1箇所

指名競争 48,510,000 46,310,000
藤田エンジニアリング株式
会社埼玉支店

令和元年7月3日 令和2年2月28日

令和元年6月26日 第２浄水場№１ろ過機電動弁等更新工事
羽生市大字下羽生134番地　第2浄
水場内

指名競争 30,646,000 29,150,000 荏原商事株式会 関東支社 令和元年7月3日 令和2年2月28日

令和元年6月26日 羽生中央公園修景施設管理業務 羽生市東9丁目地内 指名競争
5,440,000

（税抜価格）
5,270,000

（税抜価格）
株式会社金子造園 令和元年6月28日 令和2年3月31日

令和元年6月26日
羽生市立南中学校及び東中学校屋内運動場改修工
事実施設計業務

羽生市大字中岩瀬226番地　羽生
市立南中学校外1校

指名競争 2,627,900 2,530,000
株式会社千葉構造設計コン
サルタント

令和元年6月27日 令和元年12月27日
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令和元年6月26日
羽生市産業文化ホール受変電設備改修工事実施設
計業務

羽生市大字羽生876番地　羽生市
産業文化ホール

指名競争 1,175,900 1,155,000
株式会社千葉構造設計コン
サルタント

令和元年6月27日 令和元年12月27日

令和元年6月26日 アンダーパス排水ポンプ点検業務 羽生市大字砂山地内　外4箇所 指名競争 702,000 648,000 荏原商事株式会 関東支社 令和元年6月27日 令和元年7月25日

令和元年6月26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
田ヶ谷農林公園内外4箇所

随意契約 3,284,600 3,190,000 荏原商事株式会 関東支社 令和元年6月27日 令和2年2月28日

令和元年6月26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番地　羽
生市清掃センター

随意契約 9,009,360 8,532,000
エスエヌ環境テクノロジー株
式会社 東京支店

令和元年6月27日 令和元年9月30日

令和元年6月26日 公園浄化槽清掃業務 葛西親水公園外9公園 随意契約
720,000

（税抜価格）
695,200

（税抜価格）
羽生市清掃組合 令和元年6月27日 令和2年3月31日

令和元年6月26日 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃貸借
羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

指名競争 108,864 107,360
東京センチュリー株式会社
大宮支店

令和元年9月1日 令和6年8月31日

令和元年6月26日 新郷第一小学校外１校電話機賃貸借
羽生市上新郷5716番地　新郷第一
小学校外1校

指名競争 103,069 77,976
ＮＴＴファイナンス株式会社
関東支店

令和元年9月1日 令和8年8月31日

令和元年6月26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 1,937,520 1,296,000
セイコービルシステム株式会
社

令和元年6月27日 令和元年9月30日

令和元年6月26日 消防用ホース購入
羽生市藤井下組990番地1　羽生市
消防本部

指名競争 2,062,800 1,776,600 埼玉消防機械株式会社 令和元年6月27日 令和元年9月30日

令和元年6月26日 デジタル簡易無線機購入
羽生市藤井下組990番地1　羽生市
消防本部

指名競争 1,134,000 1,034,208 日本消防サービス株式会社 令和元年6月27日 令和元年9月30日

令和元年6月26日 生活保護システム機器更改業務
羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

随意契約 7,884,000 7,776,000 ＡＧＳ株式会社 令和元年6月27日 令和元年9月30日

令和元年6月26日 住民基本台帳ネットワークシステム更改業務
羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

随意契約 3,672,000 3,564,000 ＡＧＳ株式会社 令和元年6月27日 令和元年8月31日
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