
入札結果【R3】
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（税込）
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令和3年7月12日 防火水槽新設工事
羽生市大字加羽ヶ崎地内（市道
0113号線）

一般競争入札
（事後審査型）

11,033,000 11,000,000 三建工業株式会社 令和3年8月3日 令和3年12月24日

当初予定日　令和3
年7月12日

【中止】土留新設工事（その１）
羽生市大字日野手新田（三田ヶ谷１
区）地内（市道７２６８号線）

一般競争入札
（事後審査型）

― ― ― ― ―

令和3年7月12日 舗装補修工事（その３）
羽生市大字弥勒（北）地内（市道
7241号線）

一般競争入札
（事後審査型）

6,325,000 5,720,000 石合建設工業株式会社 令和3年7月21日 令和3年10月29日

令和3年7月14日 配水管布設替工事（その11）
羽生市大字砂山地内（一般国道
122号外）

指名競争 43,989,000 不調 ― ― ―

令和3年7月14日
中岩瀬配水場フィルター盤内リアクトル・コンデンサー
更新工事

羽生市大字中岩瀬１５０番地　中岩
瀬配水場

指名競争 10,197,000 9,240,000
藤田エンジニアリング株式
会社 埼玉支店

令和3年7月21日 令和4年3月4日

令和3年7月14日 第2浄水場№6･7配水ポンプ更新工事基本設計業務 羽生市大字下羽生１３４番地 指名競争 8,173,000 7,150,000
株式会社東洋設計事務所
埼玉出張所

令和3年7月15日 令和4年3月10日

令和3年7月14日 中岩瀬配水場ＰＣ配水池清掃点検業務
羽生市大字中岩瀬150番地　中岩
瀬配水場

指名競争 4,019,400 3,740,000
カワナベ工業株式会社  埼
玉営業所

令和3年7月15日 令和3年11月30日

令和3年7月14日
岩瀬土地区画整理事業南工区先行街区みなす課税
画地計測資料等作成業務

羽生市全域 随意契約 2,475,000 2,387,000
株式会社ナカノアイシステム
東京支店

令和3年7月15日 令和4年3月23日

令和3年7月14日
令和３年度　羽生市地番図及び画地条件データ更新
業務

羽生市全域 随意契約 6,270,000 6,017,000
株式会社ナカノアイシステム
東京支店

令和3年7月15日 令和4年3月23日

令和3年7月14日 都市計画基礎調査（土地利用現況調査等）業務 羽生市全域 指名競争 3,773,000 3,278,000
アジア航測株式会社  埼玉
支店

令和3年7月15日 令和4年3月18日

令和3年7月15日 空気清浄ファンヒーター購入
羽生市公立保育所５ヶ所、羽生市
公立学童保育室６ヶ所

指名競争 1,953,600 1,727,000 有限会社早川電気商会 令和3年7月16日 令和3年8月31日

令和3年7月15日 障がい福祉施設等職員向け感染対策物品購入
羽生市中央3丁目7番5号　羽生市
民プラザ

指名競争 13,346,740 8,201,787 株式会社サイボウ 令和3年7月16日 令和3年9月30日

令和3年7月15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 2,706,000 2,448,600 日本消防サービス株式会社 令和3年7月16日 令和3年12月28日

令和3年7月15日 消防職員用防火衣購入
羽生市大字藤井下組990番地1　羽
生市消防本部

指名競争 6,160,000 5,912,500 日本消防サービス株式会社 令和3年7月16日 令和3年12月28日

令和3年7月15日 調理室・洗浄室高所清掃業務
羽生市藤井下組685番地　羽生市
学校給食センター

指名競争 759,000 660,000 東京ワックス株式会社 令和3年7月16日 令和3年8月22日

令和3年7月15日 都市公園等遊具点検業務 羽生市内４２公園２４４器具 指名競争 935,000 511,500 株式会社アミューズ 令和3年7月16日 令和3年12月24日

令和3年7月15日 岩瀬小学校外１校電話機賃貸借
羽生市上岩瀬1756番地　岩瀬小学
校　外1校

指名競争 105,644 79,310
ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社関
東支店

令和3年9月1日 令和10年8月31日

令和3年7月28日
第6次羽生市総合振興計画後期基本計画策定支援業
務

羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

指名競争 7,946,400 4,772,592
公益財団法人埼玉りそな産
業経済振興財団

令和3年7月29日 令和5年3月31日

令和3年7月28日 配水管布設替工事（その１）
羽生市大字上川俣地内（市道０２０
１号線外）

一般競争入札
（事後審査型）

32,329,000 32,120,000 株式会社長沢組 令和3年8月17日 令和3年12月24日

令和3年7月28日 舗装補修工事
羽生市東一丁目地内（市道６２３１
号線）

一般競争入札
（事後審査型）

2,442,000 2,178,000 有限会社新生興産 令和3年8月18日 令和3年9月30日

1/2



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7月28日 羽生市役所３０１会議室音響設備等設置工事
羽生市東６丁目１５番地　羽生市役
所

指名競争 1,788,160 1,052,249
有限会社長谷川電機セン
ター

令和3年8月4日 令和3年12月28日

令和3年7月28日 道路改良工事実施設計業務（その１）
羽生市大字加羽ヶ崎地内（市道０１
１３号線）

指名競争 2,318,800 2,189,000 羽生測量設計株式会社 令和3年7月29日 令和4年1月31日

令和3年7月28日 中岩瀬配水場管理棟外壁修繕工事実施設計業務
羽生市大字中岩瀬１５０番地　中岩
瀬配水場

指名競争 1,639,000 1,595,000
株式会社千葉構造設計コン
サルタント

令和3年7月29日 令和3年10月8日

令和3年7月28日 水道管路診断情報管理業務 羽生市内全域 随意契約 11,759,000 10,780,000
フジ地中情報株式会社 東
京支店

令和3年7月29日 令和4年3月22日

令和3年7月28日 末端水質監視装置定期点検業務
羽生市大字上新郷（新郷公民館）
地内外3箇所

随意契約 2,687,300 2,673,000
荏原商事株式会社関東支
社

令和3年7月29日 令和4年3月4日

令和3年7月28日 橋梁定期点検業務（第2期-3年目） 羽生市全域 指名競争 22,674,300 20,350,000
開発虎ノ門コンサルタント株
式会社埼玉事務所

令和3年7月29日 令和4年3月31日

令和3年7月28日 汚水管渠等調査業務 羽生市内 指名競争 6,000,000 5,720,000
三栄管理興業株式会社加
須支店

令和3年7月29日 令和3年9月30日

令和3年7月28日 大気・土壌ダイオキシン類分析検査等業務
羽生市大字上新郷5716番地　新郷
第一小学校　外3箇所

指名競争 5,940,000 5,610,000 株式会社環境技研 令和3年7月29日 令和4年3月24日

令和3年7月28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２８事業所

指名競争 766,920 629,200 平成理研株式会社 令和3年7月29日 令和4年3月24日

令和3年7月28日
羽生市清掃センター焼却施設 ２号ガス冷却塔改修工
事

羽生市三田ヶ谷１８６３　羽生市清
掃センター

随意契約 80,520,000 77,000,000
エスエヌ環境テクノロジー株
式会社 東京支店

令和3年8月4日 令和4年3月23日
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