
 

 

 

工事等随意契約結果表 

 

令和元年１０月～令和元年１２月 

契約分 

 

さいたま市 



⼯事等随意契約結果表 
 

公表事項 内    容 

所管課 都市局まちづくり推進部⽇進・指扇周辺まちづくり事務所 

件名 指扇⼟地区画整理事業 ⾬⽔管渠詳細設計業務（Ｒ１） 

履⾏場所 さいたま市⻄区⼤字指扇地内 

契約締結⽇ 令和元年 10 ⽉ 8 ⽇  

契約の相⼿⽅の 

商号⼜は名称 

株式会社東陽都市計画  

契約⾦額（円） \1,210,000 
随意契約によるこ

ととした理由 

公共下⽔道実施設計業務（北建−２７−１１４）を受託しており、⼯事契約

内容及び現場条件を熟知し、迅速且つ適切に業務を履⾏する事ができ、基礎

調査の必要がなく、経費節減を図ることができるため、上記業者を特命とし

地⽅⾃治法施⾏令第１６７条の２第１項第６号の規定による随意契約を締結

しました。 

備考  

 



⼯事等随意契約結果表 
 

公表事項 内    容 

所管課 経済局商⼯観光部経済政策課 

件名 にぎわい交流館いわつき建設（厨房設備）⼯事 

履⾏場所 さいたま市岩槻区本町６丁⽬２５０６−１の⼀部 

契約締結⽇ 令和元年 12 ⽉ 3 ⽇  

契約の相⼿⽅の 

商号⼜は名称 

株式会社泉屋⼯務店  

契約⾦額（円） \13,750,000 
随意契約によるこ

ととした理由 

当該施設の指定管理者が確定し、具体的運⽤⽅法の提案があったことに伴

い、設備を整備する必要が⽣じたが、当該施設については、令和２年２⽉２

２⽇に開設を予定しており、現在施⼯している⼯事との⼀体的な整備が⼯

期、安全⾯で必須となるため、上記業者を特命とし地⽅⾃治法施⾏令第１６

７条の２第１項第６号の規定による随意契約を締結しました。 

備考  

 



⼯事等随意契約結果表 
 

公表事項 内    容 

所管課 保健福祉局市⽴病院経営部病院施設整備室 

件名 さいたま市⽴病院既存病院解体⼯事修正設計業務 

履⾏場所 さいたま市緑区⼤字三室２４６０番地 さいたま市⽴病院 

契約締結⽇ 令和元年 12 ⽉ 5 ⽇  

契約の相⼿⽅の 

商号⼜は名称 

株式会社⼭下設計  

契約⾦額（円） \28,600,000 
随意契約によるこ

ととした理由 

合理的な⼯事施⼯⽅法と⼯事⼯程の策定を⾏うため、また、⼯事により運営

中の新病院に⽀障が出ないよう⼯事施⼯⽅法の調整を⾏う必要があるため、

実施設計を⾏った当該業者に修正設計を⾏わせることが必須となることか

ら、上記業者を特命とし、地⽅公営企業法施⾏令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号

の規定による随意契約を締結しました。 

備考  

 



⼯事等随意契約結果表 
 

公表事項 内    容 

所管課 建設局北部建設事務所下⽔道建設課 

件名 下⽔道事業詳細設計業務（北建−Ｒ１−４１５） 

履⾏場所 さいたま市⻄区⼤字宝来地内 

契約締結⽇ 令和元年 12 ⽉ 12 ⽇  

契約の相⼿⽅の 

商号⼜は名称 

オリジナル設計株式会社 埼⽟事務所 

契約⾦額（円） \1,012,000 
随意契約によるこ

ととした理由 

本業務は当該業者が請け負った公共下⽔道実施設計業務を基礎としているこ

とから、⼯事計画内容及び現場条件を熟知しており、迅速かつ適切に業務を

履⾏することができるとともに、基礎調査の必要がなく、経費の削減を図れ

るため、上記業者を特命とし、地⽅公営企業法施⾏令第 21 条の 14 第 1 項第

6 号の規定による随意契約を締結しました。 

備考  

 



⼯事等随意契約結果表 
 

公表事項 内    容 

所管課 建設局北部建設事務所下⽔道建設課 

件名 下⽔道事業詳細設計業務（北建−Ｒ１−４１３） 

履⾏場所 さいたま市⾒沼区⼤字⼩深作地内 

契約締結⽇ 令和元年 12 ⽉ 12 ⽇  

契約の相⼿⽅の 

商号⼜は名称 

株式会社⽇本⽔⼯コンサルタント 関東⽀店 

契約⾦額（円） \1,001,000 
随意契約によるこ

ととした理由 

本業務は当該業者が請け負った公共下⽔道実施設計業務を基礎としているこ

とから、⼯事計画内容及び現場条件を熟知しており、迅速かつ適切に業務を

履⾏することができるとともに、基礎調査の必要がなく、経費の削減を図れ

るため、上記業者を特命とし、地⽅公営企業法施⾏令第 21 条の 14 第 1 項第

6 号の規定による随意契約を締結しました。 

備考  

 



⼯事等随意契約結果表 
 

公表事項 内    容 

所管課 建設局北部建設事務所下⽔道建設課 

件名 下⽔道事業詳細設計業務（北建−Ｒ１−４１４） 

履⾏場所 さいたま市⻄区⼤字清河寺地内外 

契約締結⽇ 令和元年 12 ⽉ 12 ⽇  

契約の相⼿⽅の 

商号⼜は名称 

株式会社極東技⼯コンサルタント 埼⽟事務所 

契約⾦額（円） \990,000 
随意契約によるこ

ととした理由 

本業務は当該業者が請け負った公共下⽔道実施設計業務を基礎としているこ

とから、⼯事計画内容及び現場条件を熟知しており、迅速かつ適切に業務を

履⾏することができるとともに、基礎調査の必要がなく、経費の削減を図れ

るため、上記業者を特命とし、地⽅公営企業法施⾏令第 21 条の 14 第 1 項第

6 号の規定による随意契約を締結しました。 

備考  

 



⼯事等随意契約結果表 
 

公表事項 内    容 

所管課 建設局北部建設事務所下⽔道建設課 

件名 下⽔道事業詳細設計業務（北建−Ｒ１−４１１） 

履⾏場所 さいたま市岩槻区⼤字徳⼒地内 

契約締結⽇ 令和元年 12 ⽉ 12 ⽇  

契約の相⼿⽅の 

商号⼜は名称 

冨洋設計株式会社 さいたま営業所 

契約⾦額（円） \935,000 
随意契約によるこ

ととした理由 

本業務は当該業者が請け負った公共下⽔道実施設計業務を基礎としているこ

とから、⼯事計画内容及び現場条件を熟知しており、迅速かつ適切に業務を

履⾏することができるとともに、基礎調査の必要がなく、経費の削減を図れ

るため、上記業者を特命とし、地⽅公営企業法施⾏令第 21 条の 14 第 1 項第

6 号の規定による随意契約を締結しました。 

備考  

 
 



⼯事等随意契約結果表 
 

公表事項 内    容 

所管課 建設局北部建設事務所下⽔道建設課 

件名 下⽔道事業詳細設計業務（北建−Ｒ１−４０７） 

履⾏場所 さいたま市⻄区⼤字指扇地内 

契約締結⽇ 令和元年 12 ⽉ 26 ⽇  

契約の相⼿⽅の 

商号⼜は名称 

株式会社⽇本⽔⼯コンサルタント 関東⽀店 

契約⾦額（円） \1,430,000 
随意契約によるこ

ととした理由 

本業務は当該業者が請け負った公共下⽔道実施設計業務を基礎としているこ

とから、⼯事計画内容及び現場条件を熟知しており、迅速かつ適切に業務を

履⾏することができるとともに、基礎調査の必要がなく、経費の削減を図れ

るため、上記業者を特命とし、地⽅公営企業法施⾏令第 21 条の 14 第 1 項第

6 号の規定による随意契約を締結しました。 

備考  

 



⼯事等随意契約結果表 
 

公表事項 内    容 

所管課 建設局北部建設事務所下⽔道建設課 

件名 下⽔道事業詳細設計業務（北建−Ｒ１−４１０） 

履⾏場所 さいたま市岩槻区東岩槻５丁⽬地内外 

契約締結⽇ 令和元年 12 ⽉ 26 ⽇  

契約の相⼿⽅の 

商号⼜は名称 

株式会社関東⼯社  

契約⾦額（円） \1,232,000 
随意契約によるこ

ととした理由 

本業務は当該業者が請け負った公共下⽔道実施設計業務を基礎としているこ

とから、⼯事計画内容及び現場条件を熟知しており、迅速かつ適切に業務を

履⾏することができるとともに、基礎調査の必要がなく、経費の削減を図れ

るため、上記業者を特命とし、地⽅公営企業法施⾏令第 21 条の 14 第 1 項第

6 号の規定による随意契約を締結しました。 

備考  

 



⼯事等随意契約結果表 
 

公表事項 内    容 

所管課 建設局北部建設事務所下⽔道建設課 

件名 下⽔道事業詳細設計業務（北建−Ｒ１−４１２） 

履⾏場所 さいたま市北区別所町地内 

契約締結⽇ 令和元年 12 ⽉ 26 ⽇  

契約の相⼿⽅の 

商号⼜は名称 

三井共同建設コンサルタント株式会社 北関東事務所 

契約⾦額（円） \1,210,000 
随意契約によるこ

ととした理由 

本業務は当該業者が請け負った公共下⽔道実施設計業務を基礎としているこ

とから、⼯事計画内容及び現場条件を熟知しており、迅速かつ適切に業務を

履⾏することができるとともに、基礎調査の必要がなく、経費の削減を図れ

るため、上記業者を特命とし、地⽅公営企業法施⾏令第 21 条の 14 第 1 項第

6 号の規定による随意契約を締結しました。 

備考  

 



⼯事等随意契約結果表 
 

公表事項 内    容 

所管課 建設局北部建設事務所下⽔道建設課 

件名 下⽔道事業詳細設計業務（北建−Ｒ１−４１６） 

履⾏場所 さいたま市⻄区⼤字指扇領辻地内 

契約締結⽇ 令和元年 12 ⽉ 26 ⽇  

契約の相⼿⽅の 

商号⼜は名称 

トーカイテック株式会社  

契約⾦額（円） \1,067,000 
随意契約によるこ

ととした理由 

本業務は当該業者が請け負った公共下⽔道実施設計業務を基礎としているこ

とから、⼯事計画内容及び現場条件を熟知しており、迅速かつ適切に業務を

履⾏することができるとともに、基礎調査の必要がなく、経費の削減を図れ

るため、上記業者を特命とし、地⽅公営企業法施⾏令第 21 条の 14 第 1 項第

6 号の規定による随意契約を締結しました。 

備考  

 



⼯事等随意契約結果表 
 

公表事項 内    容 

所管課 建設局北部建設事務所下⽔道建設課 

件名 下⽔道事業詳細設計業務（北建−Ｒ１−４１７） 

履⾏場所 さいたま市⾒沼区⼤字⾵渡野地内外 

契約締結⽇ 令和元年 12 ⽉ 26 ⽇  

契約の相⼿⽅の 

商号⼜は名称 

株式会社東京設計事務所 関東事務所 

契約⾦額（円） \999,900 
随意契約によるこ

ととした理由 

本業務は当該業者が請け負った公共下⽔道実施設計業務を基礎としているこ

とから、⼯事計画内容及び現場条件を熟知しており、迅速かつ適切に業務を

履⾏することができるとともに、基礎調査の必要がなく、経費の削減を図れ

るため、上記業者を特命とし、地⽅公営企業法施⾏令第 21 条の 14 第 1 項第

6 号の規定による随意契約を締結しました。 

備考  
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