
丁目地区土地区画整理事業　大和田二丁目３番地内擁壁工事

事　業　場　所 新座市大和田二丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  7月  8日　から　令和  4年 10月 31日　まで

事　業　種　別   土木一式工事

事　業　概　要
擁壁工､土工 一式､地盤改良工(置換工) H2100(ｺｰﾅｰ含む) 17.3㎡､
H2300 27.0㎡､ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁工 H2100 3.0m､H2100 ｺｰﾅｰ部 1箇所､
H2300 10.0m､構造物撤去工 一式､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 4年 6月29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 \5,681,000円 税抜 \4,923,000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 照井土建株式会社  本店 契約金額
契約者 \6,149,000円

住　所 埼玉県新座市大和田４－１７－２８ （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 5,650,000
店

2 高野工事株式会社 本店 5,680,000

3 株式会社菊池興業 本店 5,610,000

4 株式会社ヨシダ工業 本店 5,680,000
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目地内配水管布設替工事その１

事　業　場　所 新座市東北一・二丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  7月  8日　から　令和  4年 11月 30日　まで

事　業　種　別   土木一式工事

事　業　概　要
管布設工 φ250mm DIP-GX L=48.3m､φ150mm DIP-GX L=254.2m､
φ100mm DIP-GX L=19.3m､仕切弁設置工 φ250mm GX形 両受型ｿﾌﾄ
ｼｰﾙ弁 2基､φ150mm GX形 受挿し型ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 2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29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 \45,440,000円 税抜 \40,253,000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 有限会社アクア設備工業  本店 契約金額
契約者 \48,378,000円

住　所 埼玉県新座市野火止６－１５－９ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 株式会社高橋設備工業所 本店 44,531,000

2 有限会社松下工業所 本店 44,304,000

3 株式会社並木住設 本店 44,250,000

4 有限会社福留設備工業 本店 44,100,000
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水道人孔蓋改築工事その８

事　業　場　所 新座市新座一・二丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  7月  8日　から　令和  4年 11月 25日　まで

事　業　種　別   土木一式工事

事　業　概　要
改築工(ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替工) 34箇所､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 4年 6月29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 \9,110,000円 税抜 \8,025,000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 奥山ロードサービス株式会社  本店 契約金額
契約者 \9,845,000円

住　所 埼玉県新座市野火止２－７－１６ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 高野工事株式会社 本店 9,000,000

2 株式会社三立 本店 9,100,000

3 照井土建株式会社 本店 9,020,000

4 株式会社司建設 本店 9,010,000

5 株式会社コスモ 本店 9,100,000

6 拓新産業有限会社 本店 9,050,000

7 奥山ロードサービス株式会社 本 8,950,000 落札

店

8 越前谷建設株式会社 本店 9,110,
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事　　業　　名 新座市公共下



中学校校舎ベランダ改修工事

事　業　場　所 新座市池田一丁目１番１号

事　業　期　間 令和  4年  7月  8日　から　令和  4年 11月 11日　まで

事　業　種　別   建築一式工事

事　業　概　要
建築工事 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29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 \14,390,000円 税抜 \13,238,000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 有限会社西健建設  本店 契約金額
契約者 \15,730,000円

住　所 埼玉県新座市西堀３－２－２８ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 株式会社共進 本店 14,315,000

2 株式会社綜合建設 本店 辞退

3 株式会社浅田工務店 本店 14,310,000

4 株式会社高橋工務店 本店 14,350,000

5 大木工業株式会社 本店 14,365,000

6 株式会社羽成工務店 本店 14,380,000

7 有限会社高忠建設 本店 14,390,000

8 株式会社日信建設 本店 辞退

9 有限会社西健建設 本店 14,300,0
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事　　業　　名 新座市立第三



ルキッズパーク整備実施設計業務委託

事　業　場　所 新座市道場一丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  7月  8日　から　令和  5年  3月 31日　まで

事　業　種　別   建設コンサルタント

事　業　概　要
設計業務(実施設計 一式､撤去設計 一式､打合せ協議 1業務)､測量
業務(4級基準点測量 2.0点､3級水準測量観測 1.0km､縦断測量
0.166km､横断測量 0.166km､現地測量1,500㎡､打合せ協議 1業務

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29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 \8,620,000円 税抜 \6,804,000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 東日本総合計画株式会社  新座支店 契約金額
契約者 \8,221,400円

住　所 埼玉県新座市野火止１－１１－１８ （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 東日本総合計画株式会社 新座支 7,474,000 落札

店

2 株式会社大洋画地 本店 8,000,000

3 中央コンサルタンツ株式会社 北 6,793,000 最低制限価格未満

関東事務所

4 株式会社アイコンサルタント 本 7,580,

入
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事　　業　　名 新座セントラ



地区画整理事業　物件調査積算業務委託その１

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  8日　から　令和  4年 12月 23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､現地踏査 一式､損失補償台帳作成 13件､物件調書作成
16枚､建物調査 1棟､建物の法令適合性の調査 1棟､附帯工作物調査
9戸､居住者等調査 5世帯､動産調査 5件､建物積算 1棟 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29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 \5,224,000円 税抜 \4,105,000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 株式会社古田設計  新座支店 契約金額
契約者 \5,456,000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 株式会社アイシーエス 本店 5,100,000

2 埼玉コンサルタント株式会社 朝 5,040,000
霞支社

3 株式会社古田設計 新座支店 4,960,000 落札

4 株式会社宮原設計測量 本店 5,100,000

5 株式会社用地・環境調査セ

入

ンター 5,070,0

札

00
 本店

・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座駅北口土



地区画整理事業　物件調査積算業務委託その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  8日　から　令和  4年 12月 23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､現地踏査 一式､損失補償台帳作成 3件､物件調書作成
6枚､建物調査 3棟､建物の法令適合性の調査 1棟､附帯工作物調査
1戸､営業調査 1事業所､居住者等調査 1世帯､動産調査 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 4年 6月29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 \4,929,000円 税抜 \3,873,000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 株式会社吉野アプレイザル  本店 契約金額
契約者 \5,148,000円

住　所 埼玉県さいたま市浦和区常盤１－４－２３ （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 株式会社礎積算 本店 4,780,000

2 株式会社塩崎テクノブレイン さ 4,730,000
いたま支社

3 芝測量建築設計株式会社 本店 4,750,000

4 株式会社新日本エグザ 本店 4,790,000

5 株式会社吉野ア

入

プレイザル 本店 4,

札

680,000 落札

・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座駅北口土



地区画整理事業　物件調査積算業務委託その３

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  8日　から　令和  4年 12月 23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､現地踏査 一式､損失補償台帳作成 6件､物件調書作成
12枚､建物調査 3棟､建物の法令適合性の調査 3棟､附帯工作物調査
6戸､居住者等調査 3世帯､動産調査 3件､建物積算 3棟 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29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 \4,362,000円 税抜 \3,428,000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 第一測量設計株式会社  本店 契約金額
契約者 \4,510,000円

住　所 埼玉県さいたま市南区大谷口５５８６ （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 浦和測量設計株式会社 本店 4,250,000

2 カツミテクノ株式会社 本店 4,200,000

3 司測量設計調査株式会社 本店 4,180,000

4 第一測量設計株式会社 本店 4,100,000 落札

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座駅北口土



地区画整理事業　物件調査積算業務委託その４

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  8日　から　令和  4年 12月 23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､現地踏査 一式､損失補償台帳作成 6件､物件調書作成
12枚､建物調査 2棟､建物の法令適合性の調査 2棟､附帯工作物調査
6戸､居住者等調査 1世帯､動産調査 3件､建物積算 2棟 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29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 \4,033,000円 税抜 \3,169,000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 巧建業株式会社  本店 契約金額
契約者 \4,169,000円

住　所 埼玉県さいたま市北区東大成町２－５２２－３ （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 株式会社エムツウ補償構造設計 3,860,000
本店

2 株式会社オーガニック国土計画 3,900,000
本店

3 埼玉測量設計株式会社 西部営業 3,970,000
所

4 巧建業株式会社 本店 3,790,000 落札

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座駅北口土



調査及び舗装修繕計画修正業務委託

事　業　場　所 新座市内

事　業　期　間 令和  4年  7月  8日　から　令和  4年 11月 30日　まで

事　業　種　別   建設コンサルタント

事　業　概　要
準備 一式､測定 一式､解析 一式､データ作成 一式､個別施設計画
更新 一式､報告書作成 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29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 \5,036,000円 税抜 \3,908,000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 ニチレキ株式会社  埼玉営業所 契約金額
契約者 \4,455,000円

住　所 埼玉県加須市北大桑１１９７－１ （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 株式会社パスコ さいたま支店 5,000,000

2 東洋測地調査株式会社 本店 5,000,000

3 ニチレキ株式会社 埼玉営業所 4,050,000 落札

4 アジア航測株式会社 埼玉支店 辞退

5 国際航業株式会社 埼玉支店 辞退

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 舗装路面性状


