
地区画整理事業　区１０．５－１号線道路築造工事その２

事　業　場　所 新座市大和田一丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  7月  1日　から　令和  5年  1月 20日　まで

事　業　種　別   土木一式工事

事　業　概　要
工事延長 146.1m､道路土工 一式､地盤改良工(置換) 484.9㎥､舗装
工(県道･区道) 一式､車道舗装工(下層路盤工 965.7㎡､上層路盤工
920.3㎡､基層工 37.3㎡､表層工 920.3㎡)､歩道舗装工　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22日 午前10時00分  新座市役所  本庁舎４階  副市長応接

予定価格 最低制限価格

税抜 \49,500,000円 税抜 \43,810,000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 株式会社菊池興業  本店 契約金額
契約者 \52,800,000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 有限会社中村産業 本店 48,563,000

2 奥山ロードサービス株式会社 本 48,700,000
店

3 高野工事株式会社 本店 48,320,000

4 株式会社ナカガワロード 本店 49,500,000

5 株式会社菊
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業　　名 新座駅北口土



目地内配水管布設替工事その２

事　業　場　所 新座市野寺四・五丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  7月  1日　から　令和  4年  9月 30日　まで

事　業　種　別   土木一式工事

事　業　概　要
配水管布設工 φ400㎜ L=135.0m､配水管布設工 φ300㎜ L=1.0m､
配水管布設工 φ150㎜ L=1.5m､配水管布設工 φ100㎜ L=7.5m､配水
管布設工 φ75㎜ L=2.4m､仕切弁設置工 φ400㎜ 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 4年 6月22日 午前10時00分  新座市役所  本庁舎４階  副市長応接

予定価格 最低制限価格

税抜 \38,280,000円 税抜 \33,889,000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 有限会社福留設備工業  本店 契約金額
契約者 \40,700,000円

住　所 埼玉県新座市石神２－３－１１ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 株式会社高橋設備工業所 本店 37,514,000

2 有限会社松下工業所 本店 37,514,000

3 株式会社並木住設 本店 37,350,000

4 有限会社福留設備工業 本店 37,000,000 落札

5 株式会社三立
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業　　名 野寺四・五丁



・計装機器交換修繕

事　業　場　所 新座市本多一丁目地内ほか

事　業　期　間 令和  4年  7月  1日　から　令和  5年  3月 17日　まで

事　業　種　別   電気工事

事　業　概　要
電磁接触器等電気機器及びｱｲｿﾚｰﾀｰ等計装機器の交換修繕 62か所

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22日 午前10時00分  新座市役所  本庁舎４階  副市長応接

予定価格 最低制限価格

税抜 \10,110,000円 税抜 \8,882,000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 株式会社司エンジニアリング  本店 契約金額
契約者 \10,292,700円

住　所 埼玉県新座市大和田１－９－５ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 昱株式会社 北関東支店 10,100,000

2 荏原商事株式会社 関東支社 10,100,000

3 荏原実業株式会社 関東支社 10,000,000

4 株式会社司エンジニアリング 本 9,357,000 落札

店

5 東芝インフラシステムズ株式会社 辞退

 北関東支店

6 東芝プラントシステム株式会社 辞退

北関東営業出張所

7 株式会社中村電気 本店 9,980,000
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事　　業　　名 各浄水場電気



地区画整理事業　区６－３３号線道路築造等実施設計業務委託

事　業　場　所 新座市大和田一丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  7月  1日　から　令和  4年  9月 30日　まで

事　業　種　別   建設コンサルタント

事　業　概　要
道路築造実施設計 一式

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年 6月22日 午前10時00分  新座市役所  本庁舎４階  副市長応接

予定価格 最低制限価格

税抜 \2,240,000円 税抜 \1,784,000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 株式会社オオバ  北関東支店 契約金額
契約者 \2,420,000円

住　所 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－７１ （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 日本測地設計株式会社 埼玉支店 2,240,000

2 共和コンサルタント株式会社 本 2,240,000
店

3 株式会社オオバ 北関東支店 2,200,000 落札

4 株式会社日測 埼玉支店 2,230,000

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座駅北口土



田小学校外構等再配置検討業務委託

事　業　場　所 新座市大和田一丁目１番３０号

事　業　期　間 令和  4年  7月  1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
外構工事 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22日 午前10時00分  新座市役所  本庁舎４階  副市長応接

予定価格 最低制限価格

税抜 \5,550,000円 税抜 \4,440,000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 \4,884,000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 株式会社平安設計 埼玉支店 辞退

2 株式会社相和技術研究所 本店 5,550,000

3 株式会社松下設計 本店 5,500,000

4 株式会社第一建築設計事務所 本 辞退

店

5 株式会社桂設計 本店 4,440,000 落札

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座市立大和


