
内配水管布設替工事

事　業　場　所 新座市西堀一丁目地内

事　業　期　間 令和  4年 11月 18日　から　令和  5年  3月 17日　まで

事　業　種　別   土木一式工事

事　業　概　要
管布設工 φ400mm DIP-GX L=10.3m､φ350mm DIP-GX L=43.3m､φ250
mm DIP-GX L=5.6m､既設管撤去工 L=61.9m､消火栓設置工 1基､仮設
管布設工 一式､不断水割T字管設置工 φ400mm×φ300mm 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11月 9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 \45,280,000円 税抜 \40,128,000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 株式会社並木住設  本店 契約金額
契約者 \48,290,000円

住　所 埼玉県新座市本多１－１－３６ （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 44,630,000

2 有限会社松下工業所 本店 44,374,000

3 株式会社並木住設 本店 43,900,000 落札

4 株式会社三立 本店 45,000,000

5 有限会

入

社アクア設備工業 本

札

店 44,880,00

・

0

見

6 有限会社並木水道 

積

本店 44,100,0

経

00

過

7 有限会社福留設備

及

工業 本店 45,00

び

0,000

契

8 株式会社石

約

井設備 本店 44,2

内

00,000

容

9 有限会社

1

増根住設 本店 44,

頁

750,000

事

10 株式

　

会社ヨシダ工業 本店

　

43,980,000

業　　名 西堀一丁目地



内仕切弁設置工事

事　業　場　所 新座市東北二丁目地内

事　業　期　間 令和  4年 11月 18日　から　令和  5年  3月 17日　まで

事　業　種　別   土木一式工事

事　業　概　要
仕切弁設置工､不断水割込仕切弁 φ250mm 1基､本復旧工 表層工
(ﾀｯｸｺｰﾄ･再生密粒度As) 14.4㎡､基層工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ･再生粗粒度As)
14.4㎡

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年11月 9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 \3,180,000円 税抜 \2,775,000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 有限会社並木水道  本店 契約金額
契約者 \3,080,000円

住　所 埼玉県新座市野火止３－１－９ （税込）

手持ち工事、地域性を考慮して選定したもの

備　　考

1 株式会社ヨシダ工業 本店 3,145,000

2 有限会社松下工業所 本店 3,160,000

3 株式会社並木住設 本店 3,050,000

4 株式会社三立 本店 3,180,000

5 有限会社増根住設 本店 3,150,000

6 有限会社並木水道 本店 2,800,000 落札

7 有限会社

入

福留設備工業 本店 3

札

,100,000

・

8 株式

見

会社石井設備 本店 2

積

,880,000

経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 東北二丁目地



小学校校舎屋上防水改修工事

事　業　場　所 新座市大和田一丁目２２番１０号

事　業　期　間 令和  4年 11月 18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 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11月 9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 \30,330,000円 税抜 \27,519,000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 株式会社共進  本店 契約金額
契約者 \30,360,000円

住　所 埼玉県新座市畑中１－７－３１ （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 27,600,000 落札

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 辞退

4 株式会社高橋工務店 本店 辞退

5 大木工業株式会社 本店 辞退

6 有限会社西健建設 本店 辞退

7 株式会社日信建設 本店 辞退

8 株式会社高津工務店 本店 辞退

9 株式会社羽成工務店 本店 辞退

10 株式会社サンエーテクノ 本店 28,250,000

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座市立新開



小学校防球ネット等改修工事

事　業　場　所 新座市栗原一丁目５番１号

事　業　期　間 令和  4年 11月 18日　から　令和  5年  3月 31日　まで

事　業　種　別   土木一式工事

事　業　概　要
土木工事 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11月 9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 \18,360,000円 税抜 \16,376,000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 \19,756,000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 18,225,000

2 株式会社ナカガワロード 本店 18,020,000

3 株式会社菊池興業 本店 17,960,000 落札

4 高野工事株式会社 本店 18,200,000

5 株式会社三立 本店 18,350,000

6 株式会社司建設 本店 18,150,000

7 株式会社ヨシダ工業 本店 18,350,000

8 越前谷建設株式会社 本店 18,360,000

9 奥

入

山ロードサービス株式

札

会社 本 18,270

・

,000
店

見

10 拓新産業

積

有限会社 本店 18,

経

190,000

過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 新座市立栗原



館排煙オペレーター改修工事

事　業　場　所 新座市新塚一丁目４番５号

事　業　期　間 令和  4年 11月 18日　から　令和  5年  2月 28日　まで

事　業　種　別   建築一式工事

事　業　概　要
体育館排煙窓の開放装置の交換 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11月 9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 \6,480,000円 税抜 \5,961,000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 株式会社共進  本店 契約金額
契約者 \7,040,000円

住　所 埼玉県新座市畑中１－７－３１ （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 6,400,000 落札

2 株式会社綜合建設 本店 辞退

3 大木工業株式会社 本店 6,440,000

4 株式会社羽成工務店 本店 6,436,000

5 有限会社高忠建設 本店 6,455,000

6 株式会社日信建設 本店 辞退

7 株式会社浅田工務店 本店 6,420,000

8 有限会社西健建設 本店 辞退

9 株式会社高津工務店 本店 辞退

10 株

入

式会社サンエーテクノ

札

 本店 辞退

・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 福祉の里体育



帳更新業務委託

事　業　場　所 新座市内

事　業　期　間 令和  4年 11月 18日　から　令和  5年  2月 22日　まで

事　業　種　別   測量

事　業　概　要
下水道台帳管理システムデータ更新 一式(下水道台帳データ修正､
清掃履歴データ作成､修繕履歴データ作成､改築履歴データ作成､
水洗化履歴データ作成､不明施設現地調査)

契　約　方　法 指名競争入札

開札（見積期限）日時・場所 令和 4年11月 9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 \5,714,000円 税抜 \4,444,000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 朝日航洋株式会社  埼玉支店 契約金額
契約者 \5,500,000円

住　所 埼玉県川越市南台３－１４－４ （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 国際航業株式会社 埼玉支店 5,270,000

2 朝日航洋株式会社 埼玉支店 5,000,000 落札

3 株式会社パスコ さいたま支店 5,630,000

4 株式会社サンケイコンサルタント 5,950,000 予定価格超過

 本店

5 株式会社日本水工コンサルタント 5,670,000
 新座営業所

入札・見積経過及び契約内容
1頁

事　　業　　名 公共下水道台


