
77.00

76.75

山本土木工業株式会社

さいたま市緑区美園 76.33

76.00

株式会社内田緑化興業

ウエスト興業株式会社

さいたま市南区内谷

株式会社大昭和工業

さいたま市浦和区岸町

株式会社新研設備工業 さいたま市桜区西堀

新和建設株式会社

さいたま市見沼区深作

77.00

さいたま市見沼区深作

関越建設株式会社 さいたま市北区日進町

飯村建設株式会社

令和2年度さいたま市発注工事成績上位受注者の公表 

－工事成績評定とは－

土木工事業

受 注 者 名 住　　　　　所 平 均 点

　 さいたま市が発注した請負工事で、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に完成した、土
木工事・上下水道工事・建築工事等を検査し、工事成績評定を行ったものです。今回公表した工事成
績評定結果は、各業種別で平均点75点以上（年間受注件数1件の場合はその点数）に該当する成績
上位受注者です。（特別共同企業体による評点は含んでおりません。）
　令和2年度の工事成績評定の平均点は74.49点、最高点は86点、最低点は65点でした。
検査件数は、市長部局で550件、水道部局で203件、合計753件でした。

　工事成績評定は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づいて行っています。監督員及
び総括監督員並びに工事検査員・水道工事検査員又は指定検査員の三者が、工事の契約後、完成
に至るまでの現場の状況や、工事書類の内容、工事の出来形や品質などを確認し、評定を行いま
す。

株式会社武蔵野技建

76.00

76.00

さいたま市緑区東浦和

株式会社とだか建設 さいたま市南区別所 80.00

78.42

荒木建設工業株式会社 さいたま市大宮区天沼町 80.00

株式会社東管工 さいたま市見沼区東宮下

三ツ和総合建設業協同組合 さいたま市北区宮原町 78.00

株式会社松永建設

株式会社丸正サンキョー さいたま市緑区三室 79.00

さいたま市西区二ツ宮

76.40

76.66

さいたま市浦和区北浦和

さいたま市岩槻区城南 77.00

日清建設株式会社 さいたま市浦和区本太 77.75

斎藤工業株式会社 77.00

新興建設工業株式会社 さいたま市北区宮原町

76.40

79.00

斉藤建設工業株式会社 さいたま市見沼区中川 78.50

株式会社オザワ さいたま市大宮区大門町 78.50

株式会社カタヤマ さいたま市桜区西堀



シン建工業株式会社 さいたま市南区鹿手袋 78.00

株式会社横田興業 さいたま市西区塚本町 77.33

株式会社安西建設

77.50

株式会社鈴江興業 さいたま市西区宮前町 75.00

エムケー工業株式会社 さいたま市北区宮原町 75.00

75.00

さいたま市見沼区春岡 75.00株式会社安西建設

新関東建設工業株式会社 さいたま市岩槻区末田

三浦土建有限会社 さいたま市岩槻区金重 75.00

さいたま市桜区道場 75.00瑞穂建設協同組合

75.25

75.00

阿久津建設株式会社 さいたま市岩槻区表慈恩寺

75.75

株式会社渡邉組 さいたま市桜区下大久保

76.00

76.00

さいたま市中央区八王子

75.33

有限会社県南管理興業 さいたま市大宮区大成町

株式会社横田興業 さいたま市西区塚本町

75.33

さいたま市緑区宮本

有限会社三葉建設 さいたま市見沼区中川

株式会社杉本土建工業

76.00

76.00

常陸土建株式会社

金本建設株式会社 さいたま市中央区新中里

株式会社ＢＩＧＢＡＮＧ さいたま市見沼区砂町

75.66

株式会社昭和工業 さいたま市南区曲本

76.00

76.00

株式会社三洪エンタープライズ さいたま市岩槻区尾ケ崎

大和建設株式会社 さいたま市緑区宮本

75.00

75.00

株式会社セイワ さいたま市岩槻区徳力

株式会社佐伯工務店 さいたま市北区日進町

75.00

75.00

株式会社太陽土木 さいたま市西区塚本町

株式会社湊川建設 さいたま市西区飯田新田

株式会社ケーツー興業 さいたま市西区内野本郷 75.00

新日本設備工業株式会社 さいたま市岩槻区東岩槻 75.00

株式会社杉本土建工業 さいたま市中央区八王子 83.00

ほ装工事業

受 注 者 名 住　　　　　所 平 均 点

日清建設株式会社 さいたま市浦和区本太 79.00

株式会社とだか建設 さいたま市南区別所 78.50

ウエスト興業株式会社 さいたま市緑区美園 78.00

三浦建設工業株式会社 さいたま市岩槻区城町 78.00

株式会社カタヤマ さいたま市桜区西堀 78.00

さいたま市見沼区春岡 77.50

阿久津建設株式会社 さいたま市岩槻区表慈恩寺



株式会社湊川建設 さいたま市西区飯田新田 76.00

株式会社シビル さいたま市大宮区天沼町 77.00

野口建設工業株式会社 さいたま市中央区本町西 77.00

開道建設業協同組合

大和道建設株式会社 さいたま市西区三橋 76.00

永山建設株式会社 さいたま市緑区松木 76.00

さいたま市桜区神田 77.00

首都圏環境サービス株式会社 さいたま市中央区上落合 77.00

埼玉ダンプ企業組合 さいたま市見沼区南中野 77.00

株式会社太陽土木

日本植物園株式会社 さいたま市見沼区大和田町 75.00

75.00

管工事業

受 注 者 名 住　　　　　所 平 均 点

株式会社向陽建設工業 さいたま市桜区白鍬

細井設備工業有限会社 さいたま市見沼区春岡 78.00

タカセ工業株式会社 さいたま市緑区松木

株式会社和田設備 さいたま市見沼区上山口新田 77.60

株式会社いなもと

79.00

株式会社大実興業 さいたま市見沼区南中丸 76.00

さいたま市西区塚本町 75.00

三室建設株式会社

さいたま市見沼区蓮沼 76.00

有限会社良栄土木 さいたま市岩槻区釣上 76.00

株式会社花前商店 さいたま市緑区東大門

76.00

三浦土建有限会社 さいたま市岩槻区金重 76.00

さいたま市西区三橋

三栄管理興業株式会社 さいたま市浦和区高砂 75.00

75.00

株式会社新研設備工業 さいたま市桜区西堀 78.60

77.50

三浦土建有限会社 さいたま市岩槻区金重 77.50

株式会社東管工 さいたま市見沼区東宮下 78.33

79.50

有限会社嶋田設備工業 さいたま市西区指扇

和光建設株式会社 さいたま市浦和区北浦和 76.00

株式会社コスモ設備

さいたま市北区吉野町

有限会社中川産業 さいたま市見沼区中川 75.00

株式会社中村総業 さいたま市西区島根 76.00

株式会社小川土木開発 さいたま市中央区新中里 75.50

山本土木工業株式会社 さいたま市西区二ツ宮 75.00

株式会社エスディー企画 さいたま市中央区八王子 76.00

株式会社コアテック

株式会社宮下工業 さいたま市西区植田谷本

75.00

さいたま市中央区下落合 76.00



さいたま市浦和区元町 75.25

建築工事業

受 注 者 名 住　　　　　所 平 均 点

78.00

76.80

柏木建設株式会社 さいたま市中央区鈴谷 77.00

三ツ和総合建設業協同組合 さいたま市北区宮原町 77.00

株式会社山崎工務店 さいたま市見沼区南中野

78.00

株式会社花前商店 さいたま市緑区東大門 75.00

ハイシマ工業株式会社 さいたま市西区水判土

77.00共栄建設株式会社 さいたま市大宮区高鼻町

積田冷熱工事株式会社

日清建設株式会社 さいたま市浦和区本太 76.00

株式会社田中工務店 さいたま市浦和区常盤 77.00

スミダ工業株式会社 さいたま市浦和区前地 78.00

株式会社南雲建装 さいたま市見沼区新堤 77.66

吾妻工業株式会社 さいたま市大宮区浅間町 77.00

株式会社泉屋工務店

株式会社カタヤマ さいたま市桜区西堀 77.40

76.00

さいたま市桜区下大久保 77.16

株式会社新井鑿泉工業 さいたま市岩槻区平林寺 76.50

ハギワラ株式会社 さいたま市見沼区深作 77.33

75.00

中島建工株式会社

株式会社サイエイヤマト さいたま市岩槻区西原台 75.50

株式会社大クマ工業

株式会社埼玉ヤマト さいたま市岩槻区西原台 77.00

75.33

株式会社安西建設 さいたま市見沼区春岡 75.33

有限会社ティ・エス・コーポレーション

さいたま市中央区鈴谷 76.28

株式会社渡邉組

さいたま市南区大谷口

さいたま市南区鹿手袋 77.00

有限会社宮原水道工業所 さいたま市北区宮原町 77.00

県南設備工業株式会社 さいたま市見沼区東大宮 76.66

75.00

株式会社イイノ さいたま市緑区三室 75.00

開道建設業協同組合 さいたま市桜区神田

株式会社白鳥機工 さいたま市見沼区大和田町

株式会社フェルゼ伸興 さいたま市南区白幡

75.00

さいたま市浦和区領家

株式会社栗原工務店 さいたま市南区南浦和



造園工事業

受 注 者 名 住　　　　　所 平 均 点

電気工事業

受 注 者 名 住　　　　　所 平 均 点

株式会社積田電業社 さいたま市浦和区針ヶ谷 77.00

有限会社鈴木園 さいたま市見沼区片柳 76.00

株式会社保坂造園土木 さいたま市浦和区上木崎 76.00

鋼構造物工事業

受 注 者 名 住　　　　　所 平 均 点

電気通信工事業

受 注 者 名 住　　　　　所 平 均 点

埼玉電設株式会社 さいたま市中央区上落合 75.00

日本植物園株式会社 さいたま市見沼区大和田町

株式会社春秋園 さいたま市見沼区染谷 75.00

田辺電機株式会社 さいたま営業所 さいたま市岩槻区府内 77.00

浦和電気工事株式会社 さいたま市南区南浦和 77.00

中野電設株式会社 さいたま市岩槻区東岩槻 78.00

76.50

有限会社沖乃郷造園 さいたま市見沼区片柳 76.00

株式会社アサヒメンテック さいたま市大宮区桜木町 75.00

開道建設業協同組合 さいたま市桜区神田 78.00

株式会社アミューズ さいたま市中央区鈴谷 78.00

瑞穂電設株式会社 さいたま市北区植竹町 76.50

株式会社ハスヌマ電気 さいたま市見沼区蓮沼 77.00

株式会社マルツ電波 関東支店 さいたま市緑区東浦和 76.00

株式会社忍電工 さいたま市西区植田谷本 77.00

宇野重工株式会社 東京支店 東京都港区浜松町 82.00

株式会社横河ブリッジ 千葉県船橋市山野町 86.00

さいたま市緑区原山 80.00

飯村建設株式会社 さいたま市浦和区岸町 75.00

株式会社桜グリーン さいたま市浦和区針ヶ谷 75.00

株式会社日立製作所 北関東支店 さいたま市大宮区桜木町 76.00

株式会社千代田組 第一営業本部 東京都港区西新橋 77.00

株式会社八洲電業社 さいたま市北区日進町 78.00

株式会社岡村電機



受注者名は順不同です

株式会社アサヒメンテック さいたま市大宮区桜木町 75.00

機械器具設置工事業

受 注 者 名 住　　　　　所 平 均 点

塗装工事業

受 注 者 名 住　　　　　所 平 均 点

受 注 者 名 住　　　　　所 平 均 点

株式会社金子管工 さいたま市桜区在家 75.00

とび・土工工事業

受 注 者 名 住　　　　　所 平 均 点

75.00

埼玉ダンプ企業組合

水道施設工事業

ライン企画工業株式会社 さいたま市中央区上峰

75.00

株式会社ＢＩＧＢＡＮＧ さいたま市見沼区砂町 75.00

さいたま市見沼区南中野


