
１号線維持補修工事

事　業　場　所 新座市野火止七丁目地内

事　業　期　間 令和  4年 10月 21日　から　令和  5年  1月 31日　まで

事　業　種　別   舗装工事

事　業　概　要
L=214.8m W=4.78m～10.85m､撤去工 一式 夜間施工､舗装工 
表層工(t=5㎝) 1,130㎡ 夜間施工､仮設工 一式､人孔調整工 一式 
昼間施工

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年10月12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 \8,681,000円 税抜 \7,524,000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 有限会社和光建設  本店 契約金額
契約者 \9,240,000円

住　所 埼玉県新座市大和田５－８－２１ （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 8,580,000

2 奥山ロードサービス株式会社 本 8,600,000
店

3 株式会社司建設 本店 8,440,000

4 照井土建株式会社 本店 8,480,000

5 株式会社コスモ 本店 8,680,000

6 拓新産業有限会社 本店 8,550,000

7 株式会

入

社菊池興業 本店 8,

札

600,000

・

8 株式会

見

社三立 本店 8,65

積

0,000

経

9 株式会社ヨ

過

シダ工業 本店 8,6

及

40,000

び

10 有限会

契

社和光建設 本店 8,

約

400,000 落札

内容
1頁

事　　業　　名 市道第２１２



号線溢水対策工事

事　業　場　所 新座市菅沢二丁目地内

事　業　期　間 令和  4年 10月 21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
貯留浸透施設設置工 14.5m､自由勾配側溝布設工 39.86m､付帯工 
一式､仮設工 一式､昼間施工

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年10月12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 \6,804,000円 税抜 \5,956,000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 有限会社中村産業  本店 契約金額
契約者 \7,370,000円

住　所 埼玉県新座市馬場４－１２－３ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 株式会社コスモ 本店 6,800,000

2 照井土建株式会社 本店 6,755,000

3 有限会社中村産業 本店 6,700,000 落札

4 拓新産業有限会社 本店 6,796,000

5 高野工事株式会社 本店 6,790,000

6 奥山ロードサービス株式会社 本 6,800,000
店

7 有限会社和光建設 本店 6,804,000

8 株式

入

会社ヨシダ工業 本店

札

6,800,000

・

9 株

見

式会社司建設 本店 6

積

,750,000

経

10 株

過

式会社三立 本店 6,

及

800,000

び契約内容
1頁

事　　業　　名 市道第１１０



ファミリープール解体工事

事　業　場　所 新座市道場一丁目１３番５４号

事　業　期　間 令和  4年 10月 21日　から　令和  5年  3月 31日　まで

事　業　種　別   解体工事業

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10月12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 \27,530,000円 税抜 \24,761,000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 \27,254,700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 株式会社浅田工務店 本店 24,777,000 落札

2 有限会社キ美塚農園 本店 26,070,000

3 株式会社共進 本店 25,380,000

4 拓新産業有限会社 本店 25,740,000

5 増木工業株式会社 本店 辞退

6 株式会社コスモ 本店 27,500,000

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座市営片山



水道事業計画期間延伸業務委託

事　業　場　所 新座市内

事　業　期　間 令和  4年 10月 21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
下水道法による全体計画業務 一式､下水道法による事業計画業務
(事業期間の延伸) 一式､都市計画事業認可申請図書作成業務(事業
期間の延伸) 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10月12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 \5,867,000円 税抜 \4,665,000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 株式会社東京設計事務所  関東事務所 契約金額
契約者 \6,369,000円

住　所 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－２－３ＪＲＥさ （税込）
いたま浦和ビル
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ＮＪＳ 関東事務所 5,867,000

2 オリジナル設計株式会社 埼玉営 5,860,000
業所

3 株式会社東京設計事務所 関東事 5,790,000 落札

務所

4 株式会社日水コン 埼玉事務所 5,867,000

5 新日本設計株式会社 関東事務所 5,867,000

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座市公共下


