
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6月1日 13ｍブーム付多目的消防ポンプ自動車購入
羽生市大字藤井下組990番地1　羽
生市消防本部

指名競争 99,308,000 98,285,000 株式会社モリタ　東京支店 令和4年7月12日 令和5年3月20日

令和4年6月8日
住民記録システム改修業務（転出・転入手続のワンス
トップ化対応）

羽生市東６丁目１５番地　羽生市役
所

随意契約 4,488,000 4,400,000 ＡＧＳ株式会社 令和4年6月9日 令和5年3月20日

令和4年6月8日 健康管理システム改修業務
羽生市東６丁目１５番地　羽生市役
所

随意契約 5,775,000 5,665,000 ＡＧＳ株式会社 令和4年6月9日 令和4年9月30日

令和4年6月8日 小学校指導用デジタル教科書購入
羽生市北２丁目１番１号　羽生北小
学校　外１０校

指名競争 2,129,600 2,052,160
リコージャパン株式会社　埼
玉支社　公共文教営業部

令和4年6月9日 令和4年7月29日

令和4年6月8日 羽生市民プラザ冷却塔薬剤注入業務
羽生市中央３丁目地内　羽生市民
プラザ

指名競争 645,700 632,500 協和ボイラ工業株式会社 令和4年6月9日 令和4年10月31日

令和4年6月8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 6,270,000 5,912,500 日本消防サービス株式会社 令和4年6月9日 令和4年12月28日

令和4年6月8日 羽生市地域防災計画改訂業務 羽生市内全域 指名競争 6,127,000 4,950,000
応用地質株式会社　東京事
務所

令和4年6月9日 令和5年3月31日

令和4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 10,450,000 9,680,000
エスエヌ環境テクノロジー株
式会社 東京支店

令和4年6月10日 令和4年9月30日

令和4年6月9日
羽生市立南中学校校庭貯留施設整備工事測量設計
業務

羽生市大字中岩瀬２２６番地　羽生
市立南中学校

指名競争 7,251,200 6,919,000 羽生測量設計株式会社 令和4年6月10日 令和5年2月28日

令和4年6月9日 側溝新設工事測量設計業務（その２）
羽生市大字下岩瀬（東区）地内外
（市道４０３２号線外）

指名競争 1,307,900 1,210,000
株式会社アタル開発北埼支
店

令和4年6月10日 令和4年9月30日

令和4年6月9日 大気・土壌等ダイオキシン類分析検査業務
羽生市大字下手子林５５５番地　手
子林小学校　外３箇所

指名競争 6,160,000 5,654,000 東邦化研株式会社 令和4年6月10日 令和5年3月24日

令和4年6月9日 雑草刈払業務（その１）
羽生市大字常木地内外（市道０１２
７号線）

指名競争 2,412,300 2,288,000 三建工業株式会社 令和4年6月10日 令和4年11月25日

令和4年6月9日 雑草刈払業務（その２）
羽生市大字藤井上組（西）地内外
（市道０１１２号線外）

指名競争 1,998,700 1,914,000 株式会社長沢組 令和4年6月10日 令和4年11月25日

令和4年6月9日 大天白公園藤管理業務 羽生市北2丁目地内 指名競争 2,163,700 2,123,000
株式会社つかさグリーン建
設

令和4年6月10日 令和5年3月27日

令和4年6月10日 羽生第１・２枝線管渠布設工事（その１）
岩瀬土地区画整理事業地内（中
央・北工区）

一般競争入札
（事後審査型）

27,940,000 26,290,000 須藤建設株式会社 令和4年6月24日 令和4年10月14日

令和4年6月10日 小松台2丁目排水切替工事 羽生市小松台2丁目地内
一般競争入札
（事後審査型）

1,749,000 1,705,000
有限会社川島工業羽生営
業所

令和4年6月24日 令和4年8月31日

令和4年6月10日 舗装補修工事（その４）
羽生市大字下手子林地内（市道０２
４２号線）

一般競争入札
（事後審査型）

9,212,500 8,558,000 株式会社栗本建設工業 令和4年6月24日 令和4年9月14日

令和4年6月10日 舗装補修工事（その６）
羽生市南７丁目地内（市道５２４０号
線）

一般競争入札
（事後審査型）

3,999,600 3,576,100 有限会社新生興産 令和4年6月24日 令和4年10月14日

令和4年6月22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 1,661,000 1,430,000
セイコービルシステム株式会
社

令和4年6月23日 令和4年10月31日

令和4年6月22日 羽生市立小・中学校受水槽及び高架水槽清掃業務
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 651,750 649,000
有限会社ライフ・サポート
羽生支店

令和4年6月23日 令和4年9月30日
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令和4年6月22日 地域包括支援センターシステム機器賃貸借
羽生市東６丁目１５番地　羽生市役所、羽生市東部・
西部・南部地域包括支援センター 指名競争 288,420 278,630 ＦＬＣＳ株式会社関東支店 令和5年3月1日 令和10年2月29日

令和4年6月22日 市庁舎電話交換設備等更新賃貸借
羽生市東６丁目１５番地　羽生市役
所

指名競争 22,629,068 11,620,400 株式会社ピーシーテレコム 令和4年12月1日 令和11年11月30日

令和4年6月22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 811,800 506,000 株式会社アミューズ 令和4年6月23日 令和4年10月31日

令和4年6月23日 羽生第１枝線管渠布設工事（その１）
岩瀬土地区画整理事業地内（北工
区）

一般競争入札
（事後審査型）

65,450,000 58,080,000
渡辺工務店・多胡建材特定
建設工事共同企業体

令和4年7月5日 令和5年3月10日

令和4年6月23日 エアカーテン交換修繕
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 2,085,600 不落 ― ― ―

令和4年6月23日
羽生市立井泉小学校屋内運動場照明器具改修工事
外1件実施設計業務

羽生市大字藤井上組270番地　羽
生市立井泉小学校　外1件

指名競争 1,304,600 1,254,000 有限会社胆振設備設計室 令和4年6月24日 令和4年12月23日

令和4年6月23日 水道管路診断情報管理業務 羽生市内全域 随意契約 12,826,000 11,440,000
フジ地中情報株式会社 東
京支店

令和4年6月24日 令和5年3月24日

令和4年6月23日
羽生市立須影小学校外２校 建築基準法に基づく定期
点検業務

羽生市須影６７２　羽生市立須影小
学校外２校

指名競争 1,567,500 1,540,000
株式会社千葉構造設計コン
サルタント

令和4年6月24日 令和5年1月31日

令和4年6月23日 市道4072号線物件調査積算業務 羽生市大字小松地内 指名競争 1,177,000 1,100,000 羽生測量設計株式会社 令和4年6月24日 令和4年12月28日

令和4年6月23日 側溝新設等工事測量設計業務（その１）
羽生市大字藤井上組（西）地内外
（市道６０７３号線外）

指名競争 1,920,600 1,705,000
株式会社アタル開発北埼支
店

令和4年6月24日 令和4年11月1日

令和4年6月23日 第２浄水場自家発電施設更新工事実施設計業務
羽生市大字下羽生１３４番地　第２
浄水場

指名競争 9,636,000 8,470,000
新日本設計株式会社関東
事務所

令和4年6月28日 令和5年2月3日

令和4年6月23日 水質及び産業廃棄物分析業務
羽生市大沼2丁目63番地　羽生市
水質浄化センター他

指名競争 1,092,300 879,890
株式会社総合環境分析　埼
玉営業所

令和4年6月24日 令和5年3月31日

令和4年6月23日
羽生市固定資産税（土地）標準宅地鑑定評価業務（そ
の１）

羽生市内９１地点（地価公示地１７
地点含む）

指名競争 5,206,300 4,892,800 齋藤不動産鑑定所 令和4年6月24日 令和5年3月27日

令和4年6月23日
羽生市固定資産税（土地）標準宅地鑑定評価業務（そ
の２）

羽生市内６３地点 指名競争 4,304,300 4,109,490 株式会社堀口事務所 令和4年6月24日 令和5年3月27日

令和4年6月23日
羽生市固定資産税（土地）標準宅地鑑定評価業務（そ
の３）

羽生市内５８地点 指名競争 3,962,200 3,789,500
株式会社赤熊不動産鑑定
所

令和4年6月24日 令和5年3月27日

令和4年6月23日
羽生市固定資産税（土地）標準宅地鑑定評価業務（そ
の４）

羽生市内５１地点 指名競争 3,483,700 3,331,900
株式会社関田不動産鑑定
事務所

令和4年6月24日 令和5年3月27日

令和4年6月30日 防災行政無線システム（同報系）デジタル化整備工事 羽生市全域
一般競争入札
（事後審査型）

953,370,000 877,197,200
株式会社富士通ゼネラル 
情報通信ネットワーク営業部

令和4年9月27日 令和7年3月14日

令和4年6月30日 植樹帯撤去等工事（その１）
羽生市東８丁目地内外（市道０１２５
号線）

一般競争入札
（事後審査型）

12,535,600 11,137,500 株式会社渡辺工務店 令和4年7月12日 令和4年10月31日

令和4年6月30日 羽生市立図書館・郷土資料館受変電設備改修工事
羽生市大字下羽生948番地　羽生
市立図書館・郷土資料館

一般競争入札
（事後審査型）

31,845,000 29,381,000 株式会社躍進電気 令和4年7月12日 令和4年12月28日

令和4年6月30日 舗装補修工事（その１）
羽生市西四丁目地内（市道５１３２
号線）

一般競争入札
（事後審査型）

4,145,900 3,850,000 有限会社新生興産 令和4年7月12日 令和4年10月31日
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