
入札結果【R3】

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3年6月3日
新型コロナウイルスワクチン用ディープフリーザー及び
低温冷凍庫対応蓄電池購入

羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

指名競争 4,144,800 4,084,300 株式会社サイボウ 令和3年6月4日 令和3年6月18日

令和3年6月3日
羽生市新型コロナウイルスワクチン集団接種会場運営
業務

羽生市下羽生１０１４番地１　ワーク
ヒルズ羽生

指名競争 12,518,000 7,557,000 ＡＧＳプロサービス株式会社 令和3年7月1日 令和3年9月30日

令和3年6月7日 小松台工業団地調整池管理棟修繕工事
羽生市小松台２丁目地内　小松台
工業団地調整池

一般競争入札
（事後審査型）

2,742,300 2,640,000 株式会社栗本建設工業 令和3年6月16日 令和3年9月10日

令和3年6月7日 小松台工業団地調整池排水ポンプ等更新工事
羽生市小松台２丁目地内　小松台
工業団地調整池

一般競争入札
（事後審査型）

66,957,000 66,000,000 株式会社ハトリ 令和3年6月16日 令和4年3月25日

令和3年6月8日 高齢者施設向け感染症予防対策物品購入
羽生市中央3丁目7番5号　羽生市
民プラザ

指名競争 13,642,200 2,390,300 株式会社サイボウ 令和3年6月9日 令和3年8月20日

令和3年6月9日 羽生市汚泥再生処理センター乾燥機等工事
羽生市大字下村君1252　羽生市汚
泥再生処理センター

随意契約 29,447,000 28,578,000
ＪＦＥ環境テクノロジー株式会
社

令和3年6月16日 令和3年12月28日

令和3年6月9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（焼却施設）

随意契約 10,692,000 9,790,000
エスエヌ環境テクノロジー株
式会社 東京支店

令和3年6月10日 令和3年9月30日

令和3年6月9日 羽生市一般廃棄物処理基本計画策定業務 羽生市内全域 指名競争 2,189,000 2,090,000 平成理研株式会社 令和3年6月10日 令和4年3月25日

令和3年6月9日 第１浄水場No.３ろ過ポンプ修繕工事
羽生市南５丁目１９番地５　第１浄水
場

指名競争 2,178,000 2,035,000
荏原商事株式会社関東支
社

令和3年6月16日 令和3年12月24日

令和3年6月16日 スポットクーラー等賃貸借
羽生市大字下羽生１０１４番地1
ワークヒルズ羽生

指名競争 973,720 不調 ― ― ―

令和3年6月21日 側溝新設工事（その２）
羽生市大字砂山地内（市道４２１３
号線）

一般競争入札
（事後審査型）

5,445,000 5,390,000 須藤建設株式会社 令和3年6月30日 令和3年11月30日

令和3年6月21日 羽生市新郷消防センター新築工事 羽生市大字上新郷５９５６番４
一般競争入札
（事後審査型）

37,851,000 37,180,000 株式会社渡辺工務店 令和3年6月30日 令和3年12月27日

当初予定日　令和3
年6月21日

【中止】配水管布設工事（その９）
羽生市大字上岩瀬地内（市道１２３
４号線外）

一般競争入札
（事後審査型）

― ― ― ― ―

令和3年6月23日 第1浄水場塩素接触池・配水池水位計更新工事
羽生市南５丁目１９番地５　第１浄水
場

指名競争 3,220,800 2,948,000
藤田エンジニアリング株式
会社 埼玉支店

令和3年6月30日 令和3年11月30日

令和3年6月23日 No.2余剰汚泥貯留槽撹拌機修繕
羽生市大沼2丁目63番地　羽生市
水質浄化センター

指名競争 2,200,000 1,314,500 協和ボイラ工業株式会社 令和3年6月30日 令和3年10月29日

令和3年6月23日 配水管切廻し工事（その１）設計業務（Ｒ４工事分）
羽生市大字羽生地内（市道２０９２
号線外）

指名競争 1,243,000 1,155,000
株式会社アタル開発北埼支
店

令和3年6月24日 令和3年9月30日

令和3年6月23日
羽生市市営住宅宮田団地外壁改修工事実施設計業
務

羽生市南８丁目１６番５号　羽生市
市営住宅宮田団地

指名競争 1,907,400 1,815,000 有限会社林建築事務所 令和3年6月24日 令和3年12月24日

令和3年6月23日
羽生市立図書館・郷土資料館受変電設備改修工事実
施設計業務

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 1,244,100 1,210,000
株式会社千葉構造設計コン
サルタント

令和3年6月24日 令和3年12月24日

令和3年6月23日 羽生市道路台帳補正業務 羽生市内全域 指名競争 5,742,000 5,280,000
国際航業株式会社 埼玉支
店

令和3年6月24日 令和4年3月18日

令和3年6月23日 水質分析検査業務
城沼落排水路（羽生北小学校前）外１９
河川　羽生市立東中学校　外２７事業所

指名競争 761,640 不調 ― ― ―
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令和3年6月23日
岩瀬土地区画整理事業南工区先行街区みなす課税
における路線価付設等業務

岩瀬土地区画整理事業南工区先
行街区

指名競争 1,507,000 1,441,000 齋藤不動産鑑定所 令和3年6月25日 令和3年11月30日

令和3年6月23日 満期量水器交換業務 羽生市内全域 随意契約 10,648,000 10,560,000 羽生市管工事業協同組合 令和3年6月24日 令和4年3月11日

令和3年6月23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番地
三田ヶ谷農林公園

指名競争 810,282 792,000 東京ワックス株式会社 令和3年6月24日 令和4年3月31日

令和3年6月23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 1,656,600 1,430,000
セイコービルシステム株式会
社

令和3年6月24日 令和3年9月30日

令和3年6月25日
新型コロナウイルスワクチン等配送及び保冷容器等回
収委託業務

羽生市内 指名競争 1,900,800 1,188,000 熊谷通運株式会社 令和3年7月1日 令和3年12月28日

令和3年6月29日 配水管布設工事（その９）
羽生市大字上岩瀬地内（市道１２３
４号線外）

一般競争入札
（事後審査型）

59,455,000 58,080,000 有限会社横須賀電機 令和3年7月8日 令和3年12月24日
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