
６号線歩道整備工事

事　業　場　所 新座市菅沢二丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  7月 22日　から　令和  5年  1月 27日　まで

事　業　種　別   土木一式工事

事　業　概　要
延長 L=238.1m 歩道幅員 W=2.053～2.550m､土工 一式､舗装工 一式
車道表層工(t=5cm) 1,410㎡､車道基層工(t=7cm) 574㎡､歩道舗装工
(一般部 t=4cm) 430㎡､歩道舗装工(乗入部 t=5cm) 103㎡ 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 7月13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 \42,884,000円 税抜 \37,909,000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 株式会社司建設  本店 契約金額
契約者 \46,200,000円

住　所 埼玉県新座市中野２－２－２２ （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 42,450,000

2 株式会社ナカガワロード 本店 42,880,000

3 株式会社菊池興業 本店 42,300,000

4 有限会社中村産業 本店 42,850,000

5 奥山ロードサービス株式会
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　業　　名 市道第３０６



目地内配水管布設替工事その２

事　業　場　所 新座市片山一・二丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  7月 22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
管布設工 DIP-GX φ400㎜ L=103.9m､仕切弁設置工 φ400㎜ 1基､
空気弁設置工 1基

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年 7月13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 \26,140,000円 税抜 \23,065,000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 株式会社三立  本店 契約金額
契約者 \27,610,000円

住　所 埼玉県新座市野火止７－７－４６ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 有限会社松下工業所 本店 25,355,000

2 株式会社並木住設 本店 25,450,000

3 株式会社ヨシダ工業 本店 25,720,000

4 有限会社並木水道 本店 25,300,000

5 株式会社石井設備 本店 25,700,000

6 有限会社福留設備工業 本店 25,900,000

7 株式会社三立 本店 25,100,0
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事　　業　　名 片山一・二丁



寿命化修繕計画策定業務委託

事　業　場　所 新座市内

事　業　期　間 令和  4年  7月 22日　から　令和  4年 12月 28日　まで

事　業　種　別   建設コンサルタント

事　業　概　要
橋梁数 15m以上 29橋､15m未満 33橋､計画準備 一式､資料収集整理
一式､定期点検結果と補修履歴の整理・分析 一式､修繕計画の基本
方針 一式､橋梁長寿命化修繕計画の策定 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 4年 7月13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 \8,309,000円 税抜 \6,618,000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 ピーシー技研株式会社  本店 契約金額
契約者 \9,130,000円

住　所 埼玉県さいたま市南区南浦和２－４０－２ （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 同額のため、くじにより、落札者を決定したもの

1 ピーシー技研株式会社 本店 8,300,000 落札

2 ＮＥテクノ株式会社 本店 6,617,000 最低制限価格未満

3 株式会社間瀬コンサルタント 新 8,300,000
座営業所

4 新都市設計株式会社 新座営業所 8,309,000

入
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び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座市橋梁長



修繕工事実施設計業務委託

事　業　場　所 新座市本多一丁目、野火止二丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  7月 22日　から　令和  4年 10月 31日　まで

事　業　種　別   建設コンサルタント

事　業　概　要
向橋 2径間連続鋼鈑桁橋 橋長 62.4m､有効幅員 8.0m､設計計画
一式､現地踏査 一式､点検調書の精査 一式､補修箇所の抽出 一式､
補修工法の比較検討 一式､補修図面の作成 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 4年 7月13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 \5,667,000円 税抜 \4,514,000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 東日設計コンサルタント株式会社  埼玉営業所 契約金額
契約者 \4,966,500円

住　所 埼玉県さいたま市浦和区岸町４－２６－１９新井 （税込）
ビル３０３号
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 東日設計コンサルタント株式会社 4,515,000 落札

 埼玉営業所

2 株式会社日本水工コンサルタント 辞退

 新座営業所

3 トーカイテック株式会社 新座営 辞退

業所

4 ＮＥテクノ株式会社 本店 5,667,000

入

5 伸栄開発株式会

札

社 関東支店 5,66

・

7,000

見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 向橋長寿命化



命化修繕工事実施設計業務委託

事　業　場　所 新座市畑中二丁目、馬場二丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  7月 22日　から　令和  4年 10月 31日　まで

事　業　種　別   建設コンサルタント

事　業　概　要
実施設計業務(床版補修工) 1橋､千代田橋 単純鋼溶接Ⅰ桁橋 橋長
31.7m､有効幅員 7.0m､桁下 4.1m､設計計画 一式､現地踏査 一式､
床版補修設計 一式､施工計画 一式､照査 一式､報告書作成 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 4年 7月13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 \2,269,000円 税抜 \1,809,000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 東日設計コンサルタント株式会社  埼玉営業所 契約金額
契約者 \1,989,900円

住　所 埼玉県さいたま市浦和区岸町４－２６－１９新井 （税込）
ビル３０３号
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 東日設計コンサルタント株式会社 1,809,000 落札

 埼玉営業所

2 ピーシー技研株式会社 本店 2,268,000

3 ＮＥテクノ株式会社 本店 2,269,000

4 新日本設計株式会社 関東事

入

務所 2,269,00

札

0

・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 千代田橋長寿


