
地区画整理事業　区６－３７号線道路築造等工事その２

事　業　場　所 新座市大和田一丁目地内

事　業　期　間 令和  3年  9月 17日　から　令和  4年  2月  4日　まで

事　業　種　別   土木一式工事

事　業　概　要
工事延長 65.6m､道路土工 一式､地盤改良工(置換) 196㎥､
舗装工 一式 上層路盤工 345㎡ 表層工 345㎡､排水構造物工 一式
土工 一式 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝工 122.1m 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 9月 8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 \18,100,000円 税抜 \15,972,750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 株式会社ヨシダ工業  本店 契約金額
契約者 \19,470,000円

住　所 埼玉県新座市野火止３－４－１４ （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 18,000,000
店

2 高野工事株式会社 本店 17,900,000

3 株式会社ナカガワロード 本店 18,000,000

4 越前谷建設株式会社 本店 18,100,000

5 株式会社菊池興業 本店 17,77
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　業　　名 新座駅北口土



配水管布設替工事その３

事　業　場　所 新座市栄五丁目地内

事　業　期　間 令和  3年  9月 17日　から　令和  4年  1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 φ250mm L=167.9m､管布設工 DIP-GX φ100mm 
L=12.3m､不断水割T字型仕切弁設置工（筐あり)φ250mm×φ250mm
1基､凍結工 φ100mm 1か所 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 9月 8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 \34,140,000円 税抜 \29,882,250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 有限会社並木水道  本店 契約金額
契約者 \36,410,000円

住　所 埼玉県新座市野火止３－１－９ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 株式会社石井設備 本店 33,650,000

2 有限会社福留設備工業 本店 33,700,000

3 株式会社三立 本店 33,900,000

4 株式会社ヨシダ工業 本店 33,810,000

5 有限会社松下工業所 本店 33,286,000
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　　業　　名 栄五丁目地内



小学校給食室増改築工事基本検討業務委託

事　業　場　所 新座市野寺五丁目１番２４号

事　業　期　間 令和  3年  9月 16日　から　令和  4年  3月 31日　まで

事　業　種　別   建築関連コンサルタント

事　業　概　要
衛生的課題の解決等を目的とした既存給食室の整備方法を検討す
るもの

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 3年 9月 8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 \987,000円 税抜 \882,000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 株式会社第一建築設計事務所  本店 契約金額
契約者 \1,078,000円

住　所 埼玉県川越市旭町３－１９－３ （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 株式会社第一建築設計事務所 本 980,000 落札

店

2 株式会社Ｋ構造研究所 本店 辞退

3 株式会社マルタ設計 本店 1,450,000 予定価格超過

4 株式会社相和技術研究所 本店 987,000

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座市立野寺



画道路保谷秋津線物件調査積算業務委託

事　業　場　所 新座市栗原五丁目地内

事　業　期　間 令和  3年  9月 17日　から　令和  4年  3月 31日　まで

事　業　種　別   補償コンサルタント

事　業　概　要
打合せ協議  1業務､現地踏査 1業務､損失補償台帳作成(移転補償
あり) 4件､木造建物調査・積算 4棟､附帯工作物等調査・積算(住
宅敷地) 4戸､動産調査・積算(一般住家) 4件　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 9月 8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 \3,983,000円 税抜 \3,496,500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 株式会社古田設計  新座支店 契約金額
契約者 \4,257,000円

住　所 埼玉県新座市栗原３－１１－８ （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 株式会社古田設計 新座支店 3,870,000 落札

2 株式会社エムツウ補償構造設計 3,900,000
本店

3 株式会社オーガニック国土計画 3,930,000
本店

4 埼玉測量設計株式会社 西部営業 3,950,000
所

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 西東京都市計



常用自家発電機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

事　業　期　間 令和  3年  9月 17日　から　令和  4年  3月 15日　まで

事　業　種　別   建築関連コンサルタント

事　業　概　要
非常用自家発電機更新 1台､電気室(一部)改修 一式､
既存非常用自家発電機室の解体 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 9月 8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 \5,030,000円 税抜 \4,275,500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 株式会社相和技術研究所  本店 契約金額
契約者 \4,703,050円

住　所 東京都品川区上大崎２－１８－１ （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 株式会社相和技術研究所 本店 4,275,500 落札

2 株式会社桂設計 本店 4,530,000

3 株式会社土屋建築研究所 埼玉支 辞退

所

4 株式会社翔設計 本店 4,980,000

5 株式会社杉原設計事務所 本店 5,000,000

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 西堀浄水場非


