
道路改良工事

事　業　場　所 新座市畑中一丁目、馬場一丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  9月 16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
L=152m W=6.91m～7.60m 昼間施工､舗装工 930㎡､排水施設工 集水
桝設置 8基､街築工 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 133m､歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置
133m､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 9月 7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 \19,897,000円 税抜 \17,630,000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 株式会社ヨシダ工業  本店 契約金額
契約者 \21,780,000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 高野工事株式会社 本店 19,860,000

2 奥山ロードサービス株式会社 本 19,890,000
店

3 株式会社司建設 本店 19,897,000

4 照井土建株式会社 本店 19,860,000

5 株式会社コスモ 本店 19,895,000

入

6 拓新産業有限会社 
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本店 19,850,0
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9,897,000

事　　業　　名 市道第８号線



号線維持補修工事

事　業　場　所 新座市野火止四丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  9月 16日　から　令和  4年 12月 16日　まで

事　業　種　別   舗装工事

事　業　概　要
L=290m W=4.79～4.94m 昼間施工､舗装切削工 1,410㎡､表層工 
1,410㎡､付帯工 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 9月 7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 \8,167,000円 税抜 \7,083,000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 拓新産業有限会社  本店 契約金額
契約者 \8,778,000円

住　所 埼玉県新座市野火止４－５－１１ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 高野工事株式会社 本店 8,070,000

2 奥山ロードサービス株式会社 本 8,080,000
店

3 株式会社司建設 本店 8,033,000

4 照井土建株式会社 本店 8,085,000

5 株式会社コスモ 本店 8,160,000

6 拓新産業有限会社 本店 7,980,000 落札

7 越前谷建設株式会社 本店 8,058,000

入

8 株

札

式会社三立 本店 8,

・

165,000
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9 株式会

積

社ヨシダ工業 本店 8
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契約内容
1頁

事　　業　　名 市道第１１２



歩道整備工事

事　業　場　所 新座市西堀二丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  9月 16日　から　令和  4年 12月 23日　まで

事　業　種　別   土木一式工事

事　業　概　要
L=40.1m W=2.45m～2.85m､土工 一式､撤去工 一式､歩道整備工 地先
境界ﾌﾞﾛｯｸ 40.1m､函渠型ﾌﾞﾛｯｸ 34.8m､ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 87.8㎡､
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 9月 7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 \4,489,000円 税抜 \3,913,000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 越前谷建設株式会社  本店 契約金額
契約者 \4,840,000円

住　所 埼玉県新座市新堀１－２－２ （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 4,470,000

2 奥山ロードサービス株式会社 本 4,480,000
店

3 株式会社司建設 本店 4,460,000

4 照井土建株式会社 本店 4,450,000

5 株式会社コスモ 本店 4,480,000

6 拓新産業有限会社 本店 4,470,000

入

7 越

札
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・
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1頁

事　　業　　名 市道第５号線



水道菅沢二丁目地内雨水枝線工事

事　業　場　所 新座市菅沢二丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  9月 16日　から　令和  5年  1月 31日　まで

事　業　種　別   土木一式工事

事　業　概　要
管きょ工(φ350) 34.9m､ﾏﾝﾎｰﾙ工 一式､貯留浸透施設工 一式､
附帯工 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 9月 7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 \16,967,000円 税抜 \14,876,000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 越前谷建設株式会社  本店 契約金額
契約者 \18,205,000円

住　所 埼玉県新座市新堀１－２－２ （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 16,800,000

2 奥山ロードサービス株式会社 本 16,800,000
店

3 株式会社司建設 本店 16,700,000

4 照井土建株式会社 本店 16,650,000

5 株式会社コスモ 本店 16,960,000

6 拓新産業有限会社 本店 16,790,000

7 越前谷建設株式会社 本店 16,550,
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事　　業　　名 新座市公共下



ルポンプ場ポンプ等交換工事

事　業　場　所 新座市内１３か所

事　業　期　間 令和  4年  9月 16日　から　令和  5年  3月 10日　まで

事　業　種　別   機械器具設置工事

事　業　概　要
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ交換 3箇所､ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤交換 1箇所､投込式水位計交換
1箇所､通信装置用LTEﾙｰﾀｰ交換 13箇所

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年 9月 7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 \10,978,000円 税抜 \9,736,000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 株式会社第一テクノ  関東支店 契約金額
契約者 \11,220,000円

住　所 埼玉県さいたま市桜区南元宿２－３４－１１ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 株式会社第一テクノ 関東支店 10,200,000 落札

2 昱株式会社 北関東支店 10,900,000

3 三協工業株式会社 北関東営業所 10,800,000

4 荏原実業株式会社 関東支社 10,920,000

5 産晃商事株式会社 本店 10,400,000

6 荏原商事株式会社 関東支社 10,800,000

入

7 株式会社

札

荏原製作所 北関東支

・

社 辞退

見

8 東芝インフラシ

積

ステムズ株式会社 辞退

経

 北関東支店

過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 汚水マンホー



田多目的運動場トイレ建設工事

事　業　場　所 新座市大和田三丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  9月 16日　から　令和  5年  3月 31日　まで

事　業　種　別   建築一式工事

事　業　概　要
建築工事､電気設備工事､機械設備工事

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年 9月 7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 \29,440,000円 税抜 \27,084,000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 株式会社浅田工務店  本店 契約金額
契約者 \31,350,000円

住　所 埼玉県新座市大和田１－６－１８ （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 28,750,000

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 28,500,000 落札

4 株式会社高橋工務店 本店 29,100,000

5 大木工業株式会社 本店 28,700,000

6 株式会社羽成工務店 本店 28,850,000

7 有限会社高忠建設 本店 29,250,000

8 株式会社日信建設 本店 辞退

9 有限会社

入

西健建設 本店 辞退

札

10
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積

00

経過及び契約内容
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事　　業　　名 （仮称）大和



地区画整理事業　雨水流出抑制施設修正設計業務委託

事　業　場　所 新座市野火止五丁目、大和田一丁目地内

事　業　期　間 令和  4年  9月 16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
雨水流出抑制施設概略設計 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 9月 7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 \2,550,000円 税抜 \2,028,000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 昭和株式会社  埼玉支社 契約金額
契約者 \2,585,000円

住　所 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－４ （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 昭和株式会社 埼玉支社 2,350,000 落札

2 株式会社日測 埼玉支店 2,400,000

3 株式会社中庭測量コンサルタント 2,500,000
 埼玉営業所

4 日本測地設計株式会社 埼玉支店 2,420,000

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座駅北口土


