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公告日 令和3年4月9日

件名
場所

令和3年4月28日　午後4時01分
¥154,828,300
¥116,121,225
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

（株）潮　本店 ¥138,200,000 落札 ¥152,020,000
小幡興業（株）　本店 ¥139,150,000
グリーン建設（株）　本店 ¥140,960,000
東新建設（株）　本店 ¥141,200,000
（株）織田興業　本店 ¥142,340,000

件名
場所

令和3年4月28日　午後4時10分
¥103,966,500
¥93,899,229

入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（２回目） 契約額（税込み）
グリーン建設（株）　本店 ¥92,000,000 落札 ¥101,200,000
（株）織田興業　本店 ¥92,450,000
（株）潮　本店 ¥92,679,000 一抜け方式適用

小幡興業（株）　本店 ¥92,700,000
東新建設（株）　本店 ¥94,100,000

件名
場所

令和3年4月28日　午後4時16分
¥148,542,900
¥135,211,296
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（２回目） 契約額（税込み）

（株）潮　本店 ¥132,070,000 落札 ¥145,277,000
小幡興業（株）　本店 ¥133,000,000
（株）織田興業　本店 ¥133,360,000
グリーン建設（株）　本店 ¥134,710,000
東新建設（株）　本店 ¥134,900,000

件名
場所

令和3年4月28日　午後4時20分
¥403,370,000
¥332,357,820
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（２回目） 契約額（税込み）

埼玉建興（株）　本店 ¥309,000,000 落札 ¥339,900,000
（株）佐伯工務店　本店 ¥314,400,000
スミダ工業（株）　本店 ¥319,000,000
ニッケン建設（株）　本店 ¥319,000,000
斎藤工業（株）　埼玉東支店 ¥328,000,000
和光建設（株）　本店 ¥328,200,000
（株）島村工業　三郷営業所 ¥333,435,000
（株）田中工務店　本店 ¥333,900,000
正和工業（株）　本店 ¥335,250,000
三ツ和総合建設業協同組合　埼玉東部営業所 ¥344,000,000
埼和興産（株）　本店 ¥348,400,000

業 者 名
最低制限価格（税込み）

最低制限価格（税込み）
業 者 名

予定価格（税込み）

令和3年度　八潮市入札結果の公表（制限付一般競争入札分）

流域関連公共下水道事業３－６処理分区枝線管渠築造その１工事
八潮市大字古新田外地内

業 者 名
最低制限価格（税込み）

開　札　日　時

八潮市大字古新田地内
流域関連公共下水道事業３－６処理分区枝線管渠築造その２工事

八潮市大字西袋地内

開　札　日　時
予定価格（税込み）

予定価格（税込み）
開　札　日　時

流域関連公共下水道事業２－西袋排水区雨水幹線築造その２工事

業 者 名
最低制限価格（税込み）

八幡図書館・公民館大規模改修工事
八潮市中央三丁目３２番地１１地内

開　札　日　時
予定価格（税込み）
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公告日 令和3年4月23日

件名
場所

令和3年5月19日　午後1時16分
¥108,895,600
¥99,127,424
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

小幡興業（株）　本店 ¥96,980,000 落札 ¥106,678,000
（株）潮　本店 ¥97,390,000
（株）織田興業　本店 ¥97,570,000
東新建設（株）　本店 ¥98,900,000
グリーン建設（株）　本店 ¥98,920,000

件名
場所

令和3年5月19日　午後1時26分
¥103,947,800
¥77,960,850
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（２回目） 契約額（税込み）

（株）織田興業　本店 ¥93,175,000 落札 ¥102,492,500
（株）潮　本店 ¥93,437,000
小幡興業（株）　本店 ¥95,000,000 一抜け方式適用

グリーン建設（株）　本店 ¥95,040,000
東新建設（株）　本店 ¥95,100,000

件名
場所

令和3年5月20日　午前10時04分
¥166,401,400
¥124,801,050
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（２回目） 契約額（税込み）

（株）織田興業　本店 ¥158,550,000 ¥149,240,000 落札 ¥164,164,000
（株）潮　本店 ¥158,885,000 ¥151,285,000
グリーン建設（株）　本店 ¥161,720,000 ¥152,080,000
東新建設（株）　本店 ¥162,000,000 ¥157,000,000
小幡興業（株）　本店 ¥163,000,000 ¥153,000,000

件名
場所

令和3年5月19日　午後1時39分
¥50,408,600
¥30,245,160

入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（２回目） 契約額（税込み）
（株）綜企画設計　埼玉支店 ¥23,820,000 最低制限価格未満

（株）武蔵野建築研究所　本店 ¥23,820,000 最低制限価格未満

（株）第一建築設計事務所　本店 ¥23,892,000 最低制限価格未満

（株）大誠建築設計事務所　埼玉事務所 ¥27,700,000 落札（くじ） ¥30,470,000
（株）長大　北関東支店 ¥27,700,000
（株）松下設計　本店 ¥27,759,900
（株）池下設計　建築設計部埼玉事務所 ¥27,800,000
（株）ユニバァサル設計　埼玉事務所 ¥28,500,000
（株）あい設計　埼玉支社 ¥28,560,000
ＡＩＳ総合設計（株）　埼玉事務所 ¥28,980,000
（株）高岡建築設計事務所　本店 ¥29,170,000
（株）ユニ・アート設計事務所　本店 ¥29,750,000
日本工営（株）　北関東事務所 ¥30,000,000
（株）フケタ設計　さいたま事務所 ¥36,000,000
（株）日立建設設計　北関東営業所 ¥42,095,000

業 者 名
最低制限価格（税込み）

最低制限価格（税込み）
業 者 名

予定価格（税込み）

令和3年度　八潮市入札結果の公表（制限付一般競争入札分）

流域関連公共下水道事業３－６処理分区枝線管渠築造その４工事
八潮市大字古新田地内

業 者 名
最低制限価格（税込み）

開　札　日　時

八潮市大字古新田外地内
流域関連公共下水道事業３－６処理分区枝線管渠築造その３工事

八潮市八潮南部西一体型特定土地区画整理事業地内
開　札　日　時

予定価格（税込み）

予定価格（税込み）
開　札　日　時

流域関連公共下水道事業３－西・雨水管渠築造その２工事

業 者 名
最低制限価格（税込み）

八潮市立大瀬小学校校舎増築工事実施設計業務委託
八潮市大瀬三丁目９番地１地内

開　札　日　時
予定価格（税込み）
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公告日 令和3年5月14日

件名
場所

令和3年6月3日　午前10時02分
¥326,716,500
¥245,037,375
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

（株）織田興業　本店 ¥321,000,000 ¥292,600,000 落札 ¥321,860,000
（株）潮　本店 ¥323,655,000 ¥296,144,000
グリーン建設（株）　本店 ¥325,800,000 ¥300,900,000
東新建設（株）　本店 ¥328,300,000 ¥318,000,000

件名
場所

令和3年6月2日　午後1時24分
¥21,857,000
¥13,114,200
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（２回目） 契約額（税込み）

ＡＩＳ総合設計（株）　埼玉事務所 ¥7,930,000 最低制限価格未満

（株）協和コンサルタンツ　関東営業所 ¥13,900,000 落札 ¥15,290,000
（株）共同設計社　本店 ¥16,800,000
（株）綜企画設計　埼玉支店 ¥18,700,000
（株）高岡建築設計事務所　本店 ¥21,640,000
（株）サナクト　本店 ¥24,000,000
（株）カトウ建築事務所　埼玉事務所 ¥25,000,000
（株）ユニ・アート設計事務所　本店 ¥35,250,000
（株）松下設計　本店 辞退
（株）新日本設計　本店 辞退

最低制限価格（税込み）

開　札　日　時

八潮市中央一丁目２番地１地内
旧庁舎解体設計業務委託

最低制限価格（税込み）
業 者 名

予定価格（税込み）

令和3年度　八潮市入札結果の公表（制限付一般競争入札分）

（仮称）八潮南部西地区近隣公園整備工事
八潮市大字大原地内（４７街区）

業 者 名

予定価格（税込み）
開　札　日　時
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公告日 令和3年5月21日

件名
場所

令和3年7月14日　午後1時16分
¥6,151,200,000
¥5,227,587,200
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

（株）錢高組 北関東支店 ¥4,633,000,000 最低制限価格未満

清水建設（株） 関東支店 ¥5,058,000,000 落札 ¥5,563,800,000
戸田建設（株） 関東支店 ¥5,340,000,000
大成建設（株） 関東支店 ¥5,380,000,000
（株）鴻池組 さいたま営業所 ¥5,417,000,000

件名
場所

令和3年7月16日　午後1時17分
¥1,167,100,000
¥875,325,000
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（２回目） 契約額（税込み）

¥895,000,000 落札 ¥984,500,000
¥932,000,000
¥973,900,000

¥1,022,000,000
¥1,085,000,000
¥1,110,000,000

無効
無効

件名
場所

令和3年7月16日　午後1時24分
¥1,553,200,000
¥1,164,900,000
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（２回目） 契約額（税込み）

¥992,600,000 最低制限価格未満

¥998,000,000 最低制限価格未満

¥1,059,000,000 落札（くじ） ¥1,164,900,000
¥1,059,000,000
¥1,060,875,000
¥1,130,000,000
¥1,133,800,000
¥1,184,000,000

新日本空調（株） 埼玉営業所
太平・竹内特定建設工事共同企業体

（株）ヤマト 埼玉支店
高砂熱学工業（株） 埼玉営業所

三英電業（株） 北関東支店
川北電気工業（株） 埼玉営業所

三機工業（株） 関東支店
三建設備工業（株） 北関東支店
新菱冷熱工業（株） 関東支店
（株）テクノ菱和 北関東支店

開　札　日　時
予定価格（税込み）

最低制限価格（税込み）
業 者 名

恒栄・大広特定建設工事共同企業体

栗原工業（株） 北関東支社
（株）サンテック 北関東営業所
藤田エンジニアリング（株） 埼玉支店

住友・秋北特定建設工事共同企業体

浅海電気（株） 埼玉営業所

開　札　日　時

最低制限価格（税込み）

開　札　日　時

八潮市中央一丁目２番地１地内

八潮市新庁舎建設工事（機械設備工事）
八潮市中央一丁目２番地１地内

八潮市新庁舎建設工事（電気設備工事）

最低制限価格（税込み）
業 者 名

予定価格（税込み）

令和3年度　八潮市入札結果の公表（制限付一般競争入札分）

八潮市新庁舎建設工事（建築工事・南側外構工事）
八潮市中央一丁目２番地１地内

業 者 名

予定価格（税込み）
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公告日 令和3年7月9日

件名
場所

令和3年8月18日　午後1時17分
¥56,602,700
¥42,452,025
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

¥51,000,000 落札 ¥56,100,000
¥51,459,000
¥51,800,000
¥51,820,000
¥52,630,000

件名
場所

令和3年8月18日　午後1時24分
¥54,158,500
¥48,656,960
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（２回目） 契約額（税込み）

¥47,300,000 落札 ¥52,030,000
¥47,900,000
¥48,000,000
¥48,250,000
¥48,950,000

件名
場所

令和3年8月18日　午後1時29分
¥5,558,300
¥3,894,783
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（２回目） 契約額（税込み）

¥3,490,000 最低制限価格未満

¥3,760,000 落 札 ¥4,136,000
¥4,100,000
¥4,280,000
¥4,450,000
¥4,700,000
¥5,000,000
¥5,000,000
¥5,053,000

無効

令和3年度　八潮市入札結果の公表（制限付一般競争入札分）

流域関連公共下水道事業３－西・雨水管渠築造工事
八潮市八潮南部西一体型特定土地区画整理事業地内

業 者 名

予定価格（税込み）
開　札　日　時

最低制限価格（税込み）

開　札　日　時

八潮市大字南後谷地内

物件調査（八潮南部東地内）業務委託その２
八潮南部東一体型特定土地区画整理事業地内

流域関連公共下水道事業３－２処理分区枝線管渠築造その２工事

最低制限価格（税込み）
業 者 名

予定価格（税込み）

（株）織田興業　本店
（株）潮　本店
小幡興業（株）　本店
東新建設（株）　本店

開　札　日　時
予定価格（税込み）

最低制限価格（税込み）
業 者 名

（株）ＡＢＣ補償設計　本店
（株）二和　東埼玉支店
塩川設計測量（株）　八潮営業所
国内測量設計（株）　本店

芝測量建築設計（株）　八潮営業所

埼玉コンサルタント（株）　三郷支社

太平洋航業（株）　越谷支店
（株）アタル開発　本店

（株）エムツウ補償構造設計　越谷支店

（株）礎積算　三郷支店

グリーン建設（株）　本店

（株）織田興業　本店
グリーン建設（株）　本店
小幡興業（株）　本店
（株）潮　本店
東新建設（株）　本店
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公告日 令和3年8月20日

件名
場所

令和3年9月8日　午後1時17分
¥1,260,600
¥865,333
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

（株）ＡＢＣ補償設計　本店 ¥820,000 落札 ¥902,000
（株）ヤスナミ測量設計　本店 ¥900,000
国内測量設計（株）　本店 ¥970,000
（株）本州　草加支店 ¥990,000
芝測量建築設計（株）　八潮営業所 ¥1,100,000
（株）アタル開発　本店 ¥1,120,000

予定価格（税込み）

令和3年度　八潮市入札結果の公表（制限付一般競争入札分）

流域関連公共下水道事業３－西・家屋事前調査（３－雨２外）業務委託
八潮市八潮南部西一体型特定土地区画整理事業地内

業 者 名
最低制限価格（税込み）

開　札　日　時
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公告日 令和3年9月17日

件名
場所

令和3年10月6日　午後1時16分
¥54,466,500
¥40,849,875
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

（株）潮　本店 ¥49,260,000 落札 ¥54,186,000
小幡興業（株）　本店 ¥50,000,000
東新建設（株）　本店 ¥50,000,000
グリーン建設（株）　本店 ¥50,250,000
（株）織田興業　本店 ¥51,740,000

件名
場所

令和3年10月6日　午後1時24分
¥238,895,800
¥143,337,480
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

（株）松下設計　本店 ¥86,842,800 最低制限価格未満

（株）桂設計　本店 ¥86,886,000 最低制限価格未満

（株）梓設計　本店 ¥87,200,000 最低制限価格未満

（株）豊建築事務所　本店 ¥87,720,000 最低制限価格未満

（株）楠山設計　本店 ¥87,720,000 最低制限価格未満

（株）大建設計　東京事務所 ¥87,800,000 最低制限価格未満

（株）ユニ・アート設計事務所　本店 ¥92,750,000 最低制限価格未満

（株）レーモンド設計事務所　本店 ¥108,000,000 最低制限価格未満

（株）教育施設研究所　本店 ¥109,500,000 最低制限価格未満

（株）日総建　本店 ¥120,561,000 最低制限価格未満

（株）綜企画設計　埼玉支店 ¥129,500,000 最低制限価格未満

（株）相和技術研究所　本店 ¥129,700,000 最低制限価格未満

（株）大誠建築設計事務所　埼玉事務所 ¥129,800,000 最低制限価格未満

（株）長大　北関東支店 ¥130,320,000 落札 ¥143,352,000
（株）石本建築事務所　東京オフィス ¥136,878,000
（株）ＩＮＡ新建築研究所　本店 無効

予定価格（税込み）

令和3年度　八潮市入札結果の公表（制限付一般競争入札分）

流域関連公共下水道事業３－４処理分区枝線管渠築造その２工事
八潮市大字木曽根外地内

業 者 名
最低制限価格（税込み）

開　札　日　時

新設小学校建設基本設計・実施設計業務委託
八潮市大字垳１２５番１外（八潮南部西一体型特定土地区画整理事業仮換地１４４街区１６画地外）地内

開　札　日　時

予定価格（税込み）

最低制限価格（税込み）

業 者 名



1ページ

公告日 令和3年10月1日

件名
場所

令和3年10月20日　午後1時16分
¥91,850,000
¥68,887,500
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

正和工業（株）　本店 ¥73,550,000 落札 ¥80,905,000
竹内セントラル（株）　八潮支店 ¥90,493,000
ソーセツエンジニアリング（株）　さいたま支店 ¥91,000,000
かっぱ工業（株）　本店 ¥93,200,000
（株）協和設備　本店 ¥94,900,000
クボタ設備（株）　本店 辞 退
（株）ナカノヤ　本店 辞 退

予定価格（税込み）

令和3年度　八潮市入札結果の公表（制限付一般競争入札分）

中学校屋内運動場空調設備設置工事
八潮市大字八條５５５番地（八條中学校）他２校地内

業 者 名
最低制限価格（税込み）

開　札　日　時



公告日 令和3年10月15日

件名
場所

契約額
第１回 第２回 第３回 （税込み）

¥332,579,106 落　札 ¥365,837,016
件名
場所

契約額
第１回 第２回 第３回 （税込み）

¥84,746,891 落　札 ¥93,221,580

業 者 名
入札額（税抜き）

東京電力エナジーパートナー(株)

中央浄水場・南部配水場で使用する電気（単価契約）
八潮市中央一丁目３番地１・八潮市大字古新田３５６番地１

開　札　日　時 令和3年11月9日 午前10時00分

業 者 名
入札額（税抜き）

東京電力エナジーパートナー(株)

八潮市役所本庁舎ほか３０施設で使用する電気（単価契約）

令和3年度　八潮市入札結果の公表（制限付一般競争入札分）

［業種：物品等］

八潮市中央一丁目２番地１ほか３０箇所
開　札　日　時 令和3年11月9日 午前10時04分



1ページ

公告日 令和3年10月29日

件名
場所

令和3年11月17日　午後1時16分
¥386,936,000
¥290,202,000
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

荏原商事（株）　関東支社 ¥345,000,000 落札 ¥379,500,000
（株）ヤマト　埼玉支店 ¥393,600,000

件名
場所

令和3年11月17日　午後1時21分
¥104,451,600
¥78,338,700
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

（株）潮　本店 ¥94,820,000 落札 ¥104,302,000
東新建設（株）　本店 ¥96,240,000
（株）織田興業　本店 ¥97,760,000

県道松戸草加線基幹管路等耐震化（第４期）工事
八潮市中央一丁目８番地３から８番地２０先他

開　札　日　時

予定価格（税込み）

最低制限価格（税込み）

業 者 名

予定価格（税込み）

令和3年度　八潮市入札結果の公表（制限付一般競争入札分）

浮塚排水機場ポンプ設備等更新工事
八潮市大字浮塚（浮塚排水機場）地内

業 者 名
最低制限価格（税込み）

開　札　日　時



1ページ

公告日 令和4年1月7日

件名
場所

令和4年1月26日　午後1時16分
¥131,695,300
¥98,771,475
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

（株）織田興業　本店 ¥118,286,000 落札 ¥130,114,600
東新建設（株）　本店 ¥119,800,000
（株）潮　本店 ¥120,020,000
グリーン建設（株）　本店 ¥120,650,000
小幡興業（株）　本店 ¥121,100,000

件名
場所

令和4年1月26日　午後1時24分
¥133,773,200
¥100,329,900
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

（株）潮　本店 ¥119,780,000 落札 ¥131,758,000
小幡興業（株）　本店 ¥121,000,000
東新建設（株）　本店 ¥121,500,000
グリーン建設（株）　本店 ¥122,770,000
（株）織田興業　本店 ¥123,130,000

予定価格（税込み）

令和3年度　八潮市入札結果の公表（制限付一般競争入札分）

（ゼロ債務）流域関連公共下水道事業４－３処理分区枝線管渠築造工事
八潮市大字大曽根地内

業 者 名
最低制限価格（税込み）

開　札　日　時

（ゼロ債務）流域関連公共下水道事業４－４処理分区枝線管渠築造その２工事
八潮市大字木曽根外地内

開　札　日　時

予定価格（税込み）

最低制限価格（税込み）

業 者 名



1ページ

公告日 令和4年1月21日

件名
場所

令和4年2月9日　午後1時16分
¥119,802,100
¥89,851,575
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

グリーン建設（株）　本店 ¥107,280,000 落札 ¥118,008,000
（株）潮　本店 ¥109,118,000
東新建設（株）　本店 ¥118,950,000
（株）織田興業　本店 ¥119,790,000
小幡興業（株）　本店 ¥121,080,000

件名
場所

令和4年2月9日　午後1時21分
¥143,693,000
¥107,769,750
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

東新建設（株）　本店 ¥129,650,000 落札 ¥142,615,000
（株）潮　本店 ¥130,669,000
グリーン建設（株）　本店 ¥131,590,000
小幡興業（株）　本店 ¥131,780,000
（株）織田興業　本店 ¥132,370,000

（ゼロ債務）流域関連公共下水道事業４－４処理分区枝線管渠築造その５工事
八潮市大字木曽根外地内

開　札　日　時

予定価格（税込み）

最低制限価格（税込み）

業 者 名

予定価格（税込み）

令和3年度　八潮市入札結果の公表（制限付一般競争入札分）

（ゼロ債務）流域関連公共下水道事業４－３処理分区枝線管渠築造その２工事
八潮市大字大曽根外地内

業 者 名
最低制限価格（税込み）

開　札　日　時



1ページ

公告日 令和4年2月4日

件名
場所

令和4年2月24日 午後1時16分
¥156,063,600
¥117,047,700
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

（株）潮　本店 ¥140,170,000 落札 ¥154,187,000
（株）織田興業　本店 ¥140,890,000
小幡興業（株）　本店 ¥141,630,000
東新建設（株）　本店 ¥142,900,000
グリーン建設（株）　本店 ¥143,000,000

件名
場所

令和4年2月24日 午後1時20分
¥94,007,100
¥70,505,325
入札額（１回目） 入札額（２回目） 入札額（３回目） 契約額（税込み）

（株）潮　本店 ¥83,750,000 落札 ¥92,125,000
（株）織田興業　本店 ¥84,100,000
小幡興業（株）　本店 ¥84,500,000
グリーン建設（株）　本店 ¥85,400,000
東新建設（株）　本店 ¥86,000,000

予定価格（税込み）

令和3年度　八潮市入札結果の公表（制限付一般競争入札分）

（ゼロ債務）流域関連公共下水道事業４－３処理分区枝線管渠築造その３工事
八潮市大字浮塚地内

業 者 名
最低制限価格（税込み）

開　札　日　時

（ゼロ債務）流域関連公共下水道事業４－４処理分区枝線管渠築造その３工事
八潮市大字木曽根外地内

開　札　日　時

予定価格（税込み）

最低制限価格（税込み）

業 者 名
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