
入札結果【R4】

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4年4月7日
羽生市三田ケ谷農林公園施設改修工事実施設計業
務

羽生市大字三田ケ谷１７２５番地
羽生市三田ケ谷農林公園

指名競争 1,570,800 1,485,000 富田一級建築士事務所 令和4年4月11日 令和4年8月31日

令和4年4月14日 期日前投票所施設賃貸借
羽生市東6丁目15番地内　羽生市
役所東側駐車場

指名競争 3,586,000 3,421,000 有限会社小山建設 令和4年5月18日 令和4年7月30日

令和4年4月14日 ポスター掲示場設置・撤去業務 羽生市内　174箇所 指名競争 4,290,000 2,125,310
株式会社フラワー企画　総
合備品レンタルセンター

令和4年4月15日 令和4年6月3日

令和4年4月21日 踏切道拡幅工事測量実施設計業務（その１）
羽生市大字町屋地内（市道０１３４
号線・伊第２３７号踏切）

指名競争 3,160,300 2,992,000 羽生測量設計株式会社 令和4年4月22日 令和4年12月1日

令和4年4月21日 市道4005号線路線・用地測量業務 羽生市大字中岩瀬地内 指名競争 2,662,000 2,530,000 羽生測量設計株式会社 令和4年4月22日 令和4年10月31日

令和4年4月21日 配水管布設工事（中央－２５、２６）設計業務 岩瀬土地区画整理事業地内 指名競争 2,222,000 2,090,000
株式会社シーエスエンジニ
アズ

令和4年4月22日 令和4年6月30日

令和4年4月21日 配水管布設工事（北－２、３）設計業務 岩瀬土地区画整理事業地内 指名競争 1,991,000 1,870,000 羽生測量設計株式会社 令和4年4月22日 令和4年6月30日

令和4年4月21日 水質検査業務
羽生市南5丁目19番地5　羽生市第
１浄水場　外16地点

指名競争 7,390,900 5,995,000
株式会社総合環境分析　埼
玉営業所

令和4年4月22日 令和5年3月31日

令和4年4月21日 羽生平和公園水盤等清掃業務 羽生市東6丁目地内 指名競争 2,142,800 1,980,000 有限会社新生興産 令和4年4月22日 令和4年10月31日

令和4年4月21日 路肩補修工事（その１）
羽生市大字喜右エ門新田地内（市
道７３５９号線）

一般競争入札
（事後審査型）

4,290,000 4,235,000 須藤建設株式会社 令和4年4月28日 令和4年8月10日

令和4年4月21日 側溝新設工事（その１）
羽生市大字神戸地内（市道８３０９
号線）

一般競争入札
（事後審査型）

3,894,000 3,729,000 株式会社栗本建設工業 令和4年5月10日 令和4年8月10日

令和4年4月21日 側溝改修工事（その１）
羽生市大字下岩瀬地内（市道０１２
４号線）

一般競争入札
（事後審査型）

3,300,000 2,948,000 株式会社島田建材 令和4年5月10日 令和4年8月12日

令和4年4月21日 配水管切廻し工事（その１）
羽生市大字羽生地内（市道２０９２
号線外）

一般競争入札
（事後審査型）

20,933,000 20,020,000 有限会社長峯設備 令和4年4月28日 令和4年8月30日

令和4年4月21日 舗装嵩上工事（その１）
羽生市大字中岩瀬地内（市道５１０
６号線）

一般競争入札
（事後審査型）

6,787,000 5,940,000 株式会社多胡建材 令和4年4月28日 令和4年8月12日

令和4年4月22日 次亜塩素酸ナトリウム購入
羽生市南5丁目19番地5　羽生市第
１浄水場　外1か所

指名競争 66.00（税抜金額） 66.00（税抜金額）
株式会社丸幾商会 　埼玉
営業所

令和4年4月25日 令和5年3月31日

令和4年4月22日 会議録調製等業務
羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

随意契約 3,234,000 3,184,500 株式会社会議録研究所 令和4年4月25日 令和5年3月31日

令和4年4月27日 ポスター掲示場設置・撤去業務（参議院議員選挙） 羽生市内　174箇所 指名競争 2,915,000 不落 ― ― ―

令和4年4月27日 ポスター掲示場作製等業務（参議院議員選挙）
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 1,481,700 1,472,625 令和4年5月2日 令和4年7月29日

令和4年4月27日 投票用紙分類機（自書式用）購入
羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

随意契約 不調 ― ― ― ―

令和4年4月27日
社会保障・税番号制度システム対応委託業務（総務省
分）

羽生市東6丁目15番地　羽生市役
所

随意契約 1,628,000 1,584,000 ＡＧＳ株式会社 令和4年4月28日 令和4年6月30日

1/2



入札結果【R4】

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4年4月28日
羽生市清掃センター焼却施設 １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 80,630,000 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4年5月11日 令和4年12月27日

令和4年4月28日 第１浄水場電気計装設備点検業務 羽生市南5丁目19-5　第１浄水場 指名競争 3,872,000 3,630,000
藤田エンジニアリング株式
会社 埼玉支店

令和4年5月2日 令和4年9月30日

令和4年4月28日 第２浄水場・中岩瀬配水場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1箇所

指名競争 7,524,000 7,260,000
荏原商事株式会社関東支
社

令和4年5月2日 令和4年9月30日

令和4年4月28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 1,683,000 1,650,000 株式会社ハトリ 令和4年5月10日 令和5年3月31日

令和4年4月28日 市道７３７６号線用地路線測量業務 羽生市大字藤井下組地内 指名競争 2,838,000 2,695,000 羽生測量設計株式会社 令和4年5月2日 令和4年12月23日

令和4年4月28日 ばい煙及びごみ組成分類等分析検査業務
羽生市大字三田ヶ谷1863　羽生市
清掃センター

指名競争 1,364,000 1,078,000 平成理研株式会社 令和4年5月2日 令和5年3月24日

令和4年4月28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外　国指
定天然記念物「宝蔵寺沼ムジナモ
自生地」

指名競争 3,444,100 3,410,000 三建工業株式会社 令和4年5月2日 令和4年12月23日
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