
中学校ほか１校屋内運動場照明器具改修工事

事　業　場　所 新座市野火止七丁目１７番１０号ほか１か所

事　業　期　間 令和  4年  6月 24日　から　令和  4年 10月 31日　まで

事　業　種　別   電気工事

事　業　概　要
電気設備工事 一式

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年 6月15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 \16,238,000円 税抜 \14,938,000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 馬場電気工業株式会社  本店 契約金額
契約者 \16,432,856円

住　所 埼玉県新座市栗原３－７－２９ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考 同額のため、くじにより、落札者を決定したもの

1 株式会社中村電気 本店 15,900,000

2 株式会社司エンジニアリング 本 16,220,000
店

3 株式会社井上電機 本店 14,938,960

4 馬場電気工業株式会社 本店 14,938,960 落札

5 有限会社吉田電機 本店 15,079,000

6 有限会社ハラデン 本店 14,938,960

7 有限会社プロクト 本店 15,101,

入
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1頁

事　　業　　名 新座市立第二



止小学校ほか１校屋内運動場照明器具改修工事

事　業　場　所 新座市野火止四丁目９番１号ほか１か所

事　業　期　間 令和  4年  6月 24日　から　令和  4年 10月 31日　まで

事　業　種　別   電気工事

事　業　概　要
電気設備工事 一式

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年 6月15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 \12,075,455円 税抜 \11,109,000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 有限会社ハラデン  本店 契約金額
契約者 \12,221,000円

住　所 埼玉県新座市新堀１－２－１５ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考 同額のため、くじにより、落札者を決定したもの

1 株式会社中村電気 本店 11,800,000

2 株式会社司エンジニアリング 本 12,050,000
店

3 株式会社井上電機 本店 11,110,000

4 馬場電気工業株式会社 本店 無効

5 有限会社吉田電機 本店 11,186,000

6 有限会社ハラデン 本店 11,110,000 落札

7 有限会社プロクト 本店 11,230,170

入
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び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座市立野火



ンター解体工事設計業務委託

事　業　場　所 新座市道場二丁目１４番４号

事　業　期　間 令和  4年  6月 24日　から　令和  5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
解体工事 一式､その他 一式

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年 6月15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 \3,754,000円 税抜 \3,003,000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 株式会社久慈設計  埼玉事務所 契約金額
契約者 \4,070,000円

住　所 埼玉県さいたま市桜区西堀８－２０－２７サニー （税込）
プレイス２０１
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 株式会社杉原設計事務所 本店 辞退

2 株式会社久慈設計 埼玉事務所 3,700,000 落札

3 株式会社第一建築設計事務所 本 3,754,000
店

4 株式会社ユニバァサル設計 埼玉 辞退

事務所

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座市保健セ



合葬墓設置工事基本設計業務委託

事　業　場　所 新座市新塚一丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  6月 24日　から　令和  4年 12月 23日　まで

事　業　種　別   建設コンサルタント

事　業　概　要
土木工事 一式､建築工事 一式､電気設備工事 一式､機械設備工事
一式

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年 6月15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 \2,135,000円 税抜 \1,700,000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 サンコーコンサルタント株式会社  北関東支店 契約金額
契約者 \1,873,300円

住　所 埼玉県さいたま市大宮区宮町２－８１ （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 株式会社アーバンデザインコンサ 1,940,000
ルタント 埼玉事務所

2 株式会社セット設計事務所 本店 1,708,000

3 共同設計株式会社 東京事務所 2,135,000

4 サンコーコンサルタント株式会社 1,703,000 落札

 北関東支店

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座市営墓園



去工事実施設計業務委託

事　業　場　所 新座市新堀二・三丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  6月 24日　から　令和  5年  2月 28日　まで

事　業　種　別   建設コンサルタント

事　業　概　要
新堀歩道橋 単純鋼鈑桁橋(ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ) 橋長 51.6m､有効幅員 1.5m
現地踏査 一式､跨線人道橋(通路部)撤去設計 一式､跨線人道橋(鋼
脚･階段部･基礎部)撤去設計 一式､仮設構造物設計 2箇所　等

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年 6月15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 \15,456,000円 税抜 \12,305,000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 株式会社トーニチコンサルタント  北関東事務所 契約金額
契約者 \16,170,000円

住　所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－２３８－２ （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 株式会社東急設計コンサルタント 辞退

 本店

2 株式会社東建コンサルタント 埼 6,980,000 最低制限価格未満

玉支店

3 株式会社トーニチコンサルタント 14,700,000 落札

 北関東事務所

4 株式会社復建エンジ

入

ニヤリング 15,4

札

56,000
北関東事

・

務所

見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新堀歩道橋撤



水道片山一・二・三丁目地内雨水枝線実施設計業務委託

事　業　場　所 新座市片山一・二・三丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  6月 24日　から　令和  5年  3月 17日　まで

事　業　種　別   建設コンサルタント

事　業　概　要
管渠設計業務(推進工法 φ300mm～φ600mm) 50m､管渠設計業務
(開削工法 φ300㎜～φ600mm) 318m､報告書作成 一式､設計協議
一式

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年 6月15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 \6,440,000円 税抜 \5,123,000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 株式会社東朋エンジニアリング  所沢営業所 契約金額
契約者 \6,021,400円

住　所 埼玉県所沢市西所沢２－１２－３０ （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 株式会社光エンジニアリング 事 6,400,000
業本部

2 株式会社シーエスエンジニアズ 5,800,000
本店

3 株式会社東朋エンジニアリング 5,474,000 落札

所沢営業所

4 株式会社東洋設計 埼玉支店 6,440,000

5 株式会社東洋

入

コンサルタント 埼 6

札

,440,000
玉支

・

店

見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座市公共下



小学校給食室増築工事及び長寿命化改修工事等設計業務委託

事　業　場　所 新座市野寺五丁目１番２４号

事　業　期　間 令和  4年  6月 24日　から　令和  5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
建築工事 一式､電気設備工事 一式､機械設備工事 一式

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年 6月15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 \5,939,000円 税抜 \4,751,000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 株式会社桂設計  本店 契約金額
契約者 \6,468,000円

住　所 東京都新宿区榎町４３－１ （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 株式会社第一建築設計事務所 本 辞退

店

2 株式会社桂設計 本店 5,880,000 落札

3 株式会社杉原設計事務所 本店 辞退

4 株式会社マルタ設計 本店 8,000,000 予定価格超過

5 株式会社平安設計 埼玉支店 5,939,000

6 株式会社楠山設計 本店 辞退

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座市立野寺



小学校ほか１校校舎屋上防水改修工事実施設計業務委託

事　業　場　所 新座市大和田一丁目２２番１０号ほか１か所

事　業　期　間 令和  4年  6月 24日　から　令和  4年  9月 30日　まで

事　業　種　別   建築関連コンサルタント

事　業　概　要
建築､設備工事 一式

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年 6月15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 \1,015,000円 税抜 \778,000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 \1,116,500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 同額のため、くじにより、落札者を決定したもの

1 株式会社平安設計 埼玉支店 1,015,000

2 株式会社オクテムデザイン 本店 辞退

3 株式会社柳井設計 本店 1,015,000

4 株式会社第一建築設計事務所 本 1,015,000 落札

店

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座市立新開


