
号線維持補修工事

事　業　場　所 新座市野火止三・四丁目地内

事　業　期　間 令和  3年  5月 14日　から　令和  3年  8月 31日　まで

事　業　種　別   舗装工事

事　業　概　要
施工延長=256.7m 幅員=5.00～5.77m
撤去工 一式､路盤工 一式､舗装工 一式､仮設工 一式､付帯工 一式

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 3年 4月28日 午前9時00分  新座市役所  本庁舎４階  副市長応接室

予定価格 最低制限価格

税抜 \26,482,000円 税抜 \23,250,000円

No 業　　者　　名
入札（見積）金額（円）（税抜）

摘要
第１回 第２回 第３回

※当該金額に10％に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

業者名 拓新産業有限会社  本店 契約金額
契約者 \28,292,000円

住　所 埼玉県新座市野火止４－５－１１ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 奥山ロードサービス株式会社 本 2,600,000 失格

店

2 高野工事株式会社 本店 25,950,000

3 越前谷建設株式会社 本店 26,482,000

4 株式会社ヨシダ工業 本店 25,990,000

5 拓新産業有限会社 本店 25,720,000 落札

6 照井土建株式会社 本店 25,830,000

7 株式会社三立 本店

入

26,400,000

札

8

・

株式会社司建設 本店

見

26,080,000

積

9

経

有限会社和光建設 本

過

店 26,000,00

及

0

び

10 株式会社コスモ 

契

本店 26,440,0

約

00

内容
1頁

事　　業　　名 市道第１１１



丁目地区土地区画整理事業　５街区擁壁工事

事　業　場　所 新座市大和田三丁目地内

事　業　期　間 令和  3年  5月 14日　から　令和  3年  7月 30日　まで

事　業　種　別   土木一式工事

事　業　概　要
土工 一式､地盤改良工(置換工)((再生砕石 RC-40) 50.5㎡)､
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁工(H1500 5.3m､H1600 33.8m､H1600 ｺｰﾅｰ部 1か所)､
仮設工 一式

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 3年 4月28日 午前9時00分  新座市役所  本庁舎４階  副市長応接室

予定価格 最低制限価格

税抜 \6,657,000円 税抜 \5,890,500円

No 業　　者　　名
入札（見積）金額（円）（税抜）

摘要
第１回 第２回 第３回

※当該金額に10％に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

業者名 株式会社菊池興業  本店 契約金額
契約者 \7,117,000円

住　所 埼玉県新座市石神２－３－４ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 奥山ロードサービス株式会社 本 6,650,000
店

2 高野工事株式会社 本店 6,590,000

3 越前谷建設株式会社 本店 6,657,000

4 株式会社菊池興業 本店 6,470,000 落札

5 株式会社ヨシダ工業 本店 6,650,000

6 拓新

入

産業有限会社 本店 6

札

,600,000

・

7 照井

見

土建株式会社 本店 6

積

,520,000

経

8 株式

過

会社三立 本店 6,6

及

57,000

び

9 株式会社

契

司建設 本店 6,60

約

0,000

内

10 有限会社

容

和光建設 本店 6,6

1

57,000

頁

事　　業　　名 大和田二・三



内配水管布設替工事その１

事　業　場　所 新座市野寺四丁目地内

事　業　期　間 令和  3年  5月 14日　から　令和  3年  8月 31日　まで

事　業　種　別   土木一式工事

事　業　概　要
管布設工(φ400mm DIP-GX L=66.5m､φ300mm DIP-GX L=3.7m､
φ100mm DIP-GX L=5.1m)､仕切弁設置工(φ400mm×φ400mm 不断水
割T字型仕切弁 1基､φ400mm 不断水割込型仕切弁 1基) 等

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 3年 4月28日 午前9時00分  新座市役所  本庁舎４階  副市長応接室

予定価格 最低制限価格

税抜 \30,680,000円 税抜 \26,845,425円

No 業　　者　　名
入札（見積）金額（円）（税抜）

摘要
第１回 第２回 第３回

※当該金額に10％に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

業者名 株式会社三立  本店 契約金額
契約者 \32,670,000円

住　所 埼玉県新座市野火止７－７－４６ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 有限会社アクア設備工業 本店 30,000,000

2 株式会社三立 本店 29,700,000 落札

3 株式会社ヨシダ工業 本店 30,670,000

4 有限会社並木水道 本店 29,800,000

5 株式会社並木住設

入

 本店 29,900,

札

000

・

6 株式会社高橋設

見

備工業所 本店 30,

積

300,000

経

7 有限会

過

社松下工業所 本店 2

及

9,913,000

び

8 有

契

限会社増根住設 本店

約

30,300,000

内

9

容

株式会社石井設備 本

1

店 30,300,00

頁

0

事

10 有限会社福留設備

　

工業 本店 30,20

　

0,000

業　　名 野寺四丁目地



内配水管布設替工事その１

事　業　場　所 新座市片山一丁目地内

事　業　期　間 令和  3年  5月 14日　から　令和  3年  8月 31日　まで

事　業　種　別   土木一式工事

事　業　概　要
管布設工 DIP-GX φ400mm L=104.2m､空気弁設置工 1基､
付帯工 一式

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 3年 4月28日 午前9時00分  新座市役所  本庁舎４階  副市長応接室

予定価格 最低制限価格

税抜 \27,070,000円 税抜 \23,708,925円

No 業　　者　　名
入札（見積）金額（円）（税抜）

摘要
第１回 第２回 第３回

※当該金額に10％に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

業者名 株式会社高橋設備工業所  本店 契約金額
契約者 \28,853,000円

住　所 埼玉県新座市栗原６－１０－２５ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 有限会社アクア設備工業 本店 26,500,000

2 株式会社三立 本店 27,000,000

3 株式会社ヨシダ工業 本店 26,920,000

4 有限会社並木水道 本店 26,350,000

5 株式会社並木住設 本店 26,400,000

6 株式会社高橋設備工業所 本店 26,230,000 落札

7 有限会社松下工業所 本店 26,393,00

入

0

札

8 有限会社増根住設 

・

本店 26,500,0

見

00

積

9 株式会社石井設備

経

 本店 26,500,

過

000

及

10 有限会社福留

び

設備工業 本店 27,

契

000,000

約内容
1頁

事　　業　　名 片山一丁目地



内配水管舗装復旧工事

事　業　場　所 新座市池田四丁目地内

事　業　期　間 令和  3年  5月 14日　から　令和  3年  7月 30日　まで

事　業　種　別   舗装工事

事　業　概　要
施工延長 L=482m､舗装工(表層(t=5cm 再生密粒As ﾀｯｸ) 12.98㎡､
基層(t=7cm 再生粗粒As ﾌﾟﾗｲﾑ) 12.98㎡､表層(t=5cm 再生密粒As 
ﾌﾟﾗｲﾑ) 2392.61㎡､舗装版破砕 2405.59㎡) 等

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 3年 4月28日 午前9時00分  新座市役所  本庁舎４階  副市長応接室

予定価格 最低制限価格

税抜 \15,512,000円 税抜 \13,668,750円

No 業　　者　　名
入札（見積）金額（円）（税抜）

摘要
第１回 第２回 第３回

※当該金額に10％に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

業者名 越前谷建設株式会社  本店 契約金額
契約者 \16,610,000円

住　所 埼玉県新座市新堀１－２－２ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 株式会社菊池興業 本店 15,300,000

2 拓新産業有限会社 本店 15,350,000

3 株式会社コスモ 本店 15,500,000

4 越前谷建設株式会社 本店 15,100,000 落札

5 奥山ロードサービス株式会社 本 15

入

,500,000
店

札

6 有

・

限会社和光建設 本店

見

15,510,000

積

7

経

照井土建株式会社 本

過

店 15,150,00

及

0

び

8 株式会社司建設 本

契

店 15,350,00

約

0

内

9 有限会社中村産業 

容

本店 15,200,0

1

00

頁

10 株式会社ナカガ

事

ワロード 本店 15,

　

500,000

　業　　名 池田四丁目地



更新工事実施設計業務委託

事　業　場　所 新座市本多一丁目地内ほか

事　業　期　間 令和  3年  5月 14日　から　令和  3年  8月 31日　まで

事　業　種　別   建設コンサルタント

事　業　概　要
水道管理ｾﾝﾀｰ取水通信設備更新工事実施設計 一式
各井戸取水通信設備更新工事実施設計 一式

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 3年 4月28日 午前9時00分  新座市役所  本庁舎４階  副市長応接室

予定価格 最低制限価格

税抜 \8,520,000円 税抜 \7,528,500円

No 業　　者　　名
入札（見積）金額（円）（税抜）

摘要
第１回 第２回 第３回

※当該金額に10％に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

業者名 株式会社日本水道設計社  さいたま営業所 契約金額
契約者 \9,108,000円

住　所 埼玉県さいたま市西区三橋５－２１７７－７ （税込）

業務内容に実績を有することを考慮して、選定したもの

備　　考

1 オリジナル設計株式会社 埼玉事 8,500,000
務所

2 株式会社日本水道設計社 さいた 8,280,000 落札

ま営業所

3 株式会社東洋設計事務所 埼玉出 8,450,000
張所

4 新日本設計株式会社 関東事務所 8,500,000

5 株式会社オオバ 北関東支店 8,500,000

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 取水通信設備



設備更新工事実施設計業務委託

事　業　場　所 新座市本多一丁目地内ほか

事　業　期　間 令和  3年  5月 14日　から　令和  3年  8月 31日　まで

事　業　種　別   建設コンサルタント

事　業　概　要
新座団地給水場取水流量計更新設計 一式
片山浄水場計測設備更新設計 一式
西堀浄水場計測設備更新設計 一式

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 3年 4月28日 午前9時00分  新座市役所  本庁舎４階  副市長応接室

予定価格 最低制限価格

税抜 \3,490,000円 税抜 \2,966,500円

No 業　　者　　名
入札（見積）金額（円）（税抜）

摘要
第１回 第２回 第３回

※当該金額に10％に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格である。

業者名 新日本設計株式会社  関東事務所 契約金額
契約者 \3,263,150円

住　所 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町２－５ＮＢＦ浦 （税込）
和ビル
業務内容に実績を有することを考慮して、選定したもの

備　　考

1 株式会社中野技術 本店 3,066,000

2 株式会社日本水道設計社 さいた 3,490,000
ま営業所

3 新日本設計株式会社 関東事務所 2,966,500 落札

4 オリジナル設計株式会社 埼玉事 3,450,000
務所

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 各浄水場計測


