
維持補修工事

事　業　場　所 新座市野火止二・三丁目地内

事　業　期　間 令和  3年  5月 21日　から　令和  3年  9月 30日　まで

事　業　種　別   舗装工事

事　業　概　要
施工延長=364.3m 幅員=6.50～8.05m
撤去工 一式､表層工(t=5cm) 2,800㎡､基層工(t=7cm) 2,800㎡､
基層工(t=7cm) 2,800㎡､路上路盤再生工 2.800㎡､仮設工 一式 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 5月12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 \62,554,000円 税抜 \54,531,900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 株式会社ナカガワロード  本店 契約金額
契約者 \66,000,000円

住　所 埼玉県新座市石神３－１１－２９ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 北川ヒューテック株式会社 西関 辞退

東営業所

2 和光建設株式会社 新座支店 61,000,000

3 有限会社中村産業 本店 60,773,000

4 株式会社菊池興業 本店 61,400,000

5 奥山ロードサービス株式会社 本 61,000,000
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目、西堀一丁目地内配水管舗装復旧工事

事　業　場　所 新座市石神一・五丁目、西堀一丁目地内

事　業　期　間 令和  3年  5月 21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 L=60m
舗装工 (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 202.37㎡､表層 64.59㎡､不陸整正 64.59㎡)
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 5月12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 \2,949,000円 税抜 \2,614,500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 越前谷建設株式会社  本店 契約金額
契約者 \3,179,000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 株式会社司建設 本店 2,940,000

2 奥山ロードサービス株式会社 本 2,940,000
店

3 拓新産業有限会社 本店 2,920,000

4 高野工事株式会社 本店 2,940,000

5 有限会社和光建設 本店 2,949,000

6 越前谷建設株式会社 本店 2,890,000 落札
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事　　業　　名 石神一・五丁



架水槽動力盤等更新工事実施設計業務委託

事　業　場　所 新座市野寺四丁目地内

事　業　期　間 令和  3年  5月 21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
高架水槽動力盤更新工事実施設計 一式
無停電電源装置更新工事実施設計 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 5月12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 \4,180,000円 税抜 \3,553,000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 株式会社東洋設計事務所  埼玉出張所 契約金額
契約者 \4,290,000円

住　所 埼玉県さいたま市見沼区御蔵１４２３－２４ （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 株式会社東洋設計事務所 埼玉出 3,900,000 落札

張所

2 株式会社日本水道設計社 さいた 4,180,000
ま営業所

3 新日本設計株式会社 関東事務所 4,100,000

4 株式会社新日本エグザ 本店 3,970,000

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 片山浄水場高



目地内配水管布設替実施設計業務委託

事　業　場　所 新座市東北一・二丁目地内

事　業　期　間 令和  3年  5月 21日　から　令和  3年 10月 29日　まで

事　業　種　別   建設コンサルタント

事　業　概　要
φ150mm L=310.0m
φ100mm L=110.0m

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 3年 5月12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 \2,990,000円 税抜 \2,565,000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 株式会社東洋コンサルタント  埼玉支店 契約金額
契約者 \3,080,000円

住　所 埼玉県さいたま市南区太田窪３５０７－８ （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 共和コンサルタント株式会社 本 2,990,000
店

2 東京技研設計株式会社 埼玉営業 2,900,000
所

3 冨洋設計株式会社 さいたま営業 2,940,000
所

4 株式会社東洋コンサルタント 埼 2,800,000 落札

玉支店

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 東北一・二丁


