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小規模登録業者
発注件数・金額
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令和３年度
小規模修繕業者契約一覧

【施設修繕】

※業務主管課順に掲載しています。
※ 詳しい契約内容につきましては、
業務主管課にお問い合わせください。

NO 業務主管課(所)名 件　　　名 相手方名 契約金額（税込）

1 財政局財政部資産経営課 大宮ソニックシティ広場内公衆トイレ洗面台修繕 株式会社アクアライジング  108,900

2 スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課 田島小学校外部トイレ排水桝等高圧洗浄修繕 株式会社テクノライフ  84,700

3 スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課 川通中学校学校体育施設開放事業看板修繕 アドオン野田工房  51,260

4 スポーツ文化局文化部大宮盆栽美術館 大宮盆栽美術館ロールスクリーン修繕業務 大黒屋建材株式会社  132,000

5 保健福祉局保健部生活衛生課
さいたま市与野駅西口公衆トイレ水石けん入れ部品交換
修繕

株式会社テクノライフ  72,655

6 保健福祉局保健部生活衛生課 さいたま市与野駅東口公衆トイレ照明修繕 有限会社渡辺貞藏商店  302,500

7 保健福祉局保健部生活衛生課 さいたま市北浦和駅西口公衆トイレフラッシュバルブ修繕 井上建築事務所  90,640

8 保健福祉局保健部生活衛生課 さいたま市中央公園トイレペーパーホルダー修繕 井上建築事務所  74,800

9 保健福祉局保健部生活衛生課 さいたま市大門町公衆トイレ内壁タイル修繕 井上建築事務所  248,600

10 保健福祉局保健部生活衛生課 さいたま市与野西口公衆トイレ水石けん入れ修繕 株式会社テクノライフ  87,450

11 保健福祉局保健部生活衛生課
さいたま市南浦和駅西口公衆トイレ女性洗面台自動水栓
交換修繕

株式会社アクアライジング  294,800

12 保健福祉局保健部生活衛生課 さいたま市武蔵浦和駅東口公衆トイレ小便器センサー修繕 井上建築事務所  211,640

13 保健福祉局福祉部障害者総合支援センター さいたま市障害者総合支援センター自動手洗い器修繕 ラインファミリー株式会社  222,200

14 子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課 ＪＳ日進５０４現状回復用務 大黒屋建材株式会社  66,000

15 子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課 子育て支援センターみぬま汚水配管 有限会社ベルテックス  22,000

16 子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課 子育て支援センターみぬま空調機修繕 石川電気  46,200

17 子ども未来局幼児未来部保育課 曲本保育園 乳児室畳修繕 株式会社銀虎  85,800

18 子ども未来局幼児未来部保育課 春野保育園 硝子修繕 高味建材株式会社  48,510

19 子ども未来局幼児未来部保育課 春野保育園 アルミ建具修繕 高味建材株式会社  24,530

20 子ども未来局幼児未来部保育課 東大宮保育園  トイレ窓修繕 高味建材株式会社  33,550

21 子ども未来局幼児未来部保育課 東大宮保育園 建具修繕 高味建材株式会社  27,940

22 子ども未来局幼児未来部保育課 泰平保育園 硝子他修繕 高味建材株式会社  75,570

23 子ども未来局幼児未来部保育課 東大宮保育園 ５才児保育室内窓修繕 高味建材株式会社  70,950

24 子ども未来局幼児未来部保育課 東大宮保育園 建具修繕 高味建材株式会社  62,040

25 子ども未来局幼児未来部保育課 東大宮保育園 アルミ門扉修繕 高味建材株式会社  46,750

26 子ども未来局幼児未来部保育課 寿能保育園 乳児室畳修繕 株式会社銀虎  85,800

27 子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課 ひまわり学園めぶき壁紙修繕 有限会社三陽建銘  98,868

28 子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課 ひまわり学園２階職員便所自動水栓修繕 ヨーキーリファイン株式会社  156,200

29 環境局資源循環推進部西清掃事務所
さいたま市西清掃事務所事務所棟１階ドアクローザー交換
修繕

有限会社三陽建銘  64,735

30 環境局資源循環推進部西清掃事務所 さいたま市西清掃事務所駐輪場屋根修繕 有限会社サイワ塗装工業  609,840

31 環境局資源循環推進部西清掃事務所 さいたま市西清掃事務所散水ポンプセンサー不良修繕 沢ポンプ産業  30,800

32 環境局資源循環推進部西清掃事務所 さいたま市西清掃事務所２階トイレ小便器センサー修繕 有限会社三陽建銘  98,890

33 環境局資源循環推進部西清掃事務所 さいたま市西清掃事務所看板交換修繕 有限会社サイワ塗装工業  318,450

34 環境局資源循環推進部西清掃事務所
さいたま市西清掃事務所プレハブ棟及び整備棟扉交換修
繕

有限会社サイワ塗装工業  726,000

35 環境局資源循環推進部西清掃事務所
さいたま市西清掃事務所プレッシャーポンプフロースイッチ
修繕

沢ポンプ産業  27,500

36 環境局資源循環推進部西清掃事務所
さいたま市西清掃事務所事務所棟1階トイレ便器水漏れ修
繕

有限会社大成住設  64,240

37 環境局資源循環推進部東清掃事務所 さいたま市東清掃事務所事務所棟2階トイレ修繕 株式会社Ｒ＆Ａ  24,200

38 経済局商工観光部労働政策課 さいたま市職業訓練センター雨水排水設備修繕 沢ポンプ産業  897,941

39 経済局商工観光部労働政策課
さいたま市北浦和インフォメーションセンター
汚水管修繕

株式会社アクアライジング  38,500

40 経済局農業政策部農業者トレーニングセンター 園芸植物園母樹Ａ温湯管・ツバキ散水栓修繕 有限会社タカハシ綜合設備  187,000
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令和３年度
小規模修繕業者契約一覧

【施設修繕】

※業務主管課順に掲載しています。
※ 詳しい契約内容につきましては、
業務主管課にお問い合わせください。
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41 都市局都心整備部都心整備課 さいたま新都心西口駅前広場照明分電盤修繕 有限会社渡辺貞藏商店  277,200

42 都市局都心整備部都心整備課 さいたま新都心駅注意喚起シート張替え修繕 アドオン野田工房  66,550

43 都市局都心整備部都心整備課 さいたま新都心Hデッキ足元灯修繕 有限会社渡辺貞藏商店  119,900

44 都市局都心整備部都心整備課
さいたま新都心西口駅前広場
トイレペーパーホルダー修繕

有限会社渡辺貞藏商店  222,200

45 都市局都心整備部浦和駅周辺まちづくり事務所 温水器交換修繕 有限会社渡辺貞藏商店  139,700

46 北区役所区民生活部区民課 日進支所休憩室畳表替え修繕 有限会社増永畳店  27,401

47 見沼区役所区民生活部総務課 さいたま市見沼区役所役所公用バイク駐車場屋根修繕 ＹＭホーム株式会社  92,400

48 見沼区役所区民生活部総務課 さいたま市見沼区役所役所オペレーター交換修繕 高味建材株式会社  382,140

49 見沼区役所区民生活部総務課
さいたま市見沼区役所役所大会議室スライディングウォー
ル修繕

高味建材株式会社  191,400

50 浦和区役所くらし応援室 与野駅東口公衆トイレ(男子)洗面自動水栓交換修繕業務 株式会社テクノライフ  94,490

51 浦和区役所くらし応援室 北浦和駅東口公衆トイレ(男子)大便器詰まり除去業務 株式会社テクノライフ  42,900

52 浦和区役所くらし応援室
浦和区役所中央公園公衆トイレ(男子)手洗い水栓修繕業
務

株式会社テクノライフ  49,060

53 浦和区役所くらし応援室
浦和区役所中央公園公衆トイレ(各部屋)換気扇交換修繕
業務

井上建築事務所  98,560

54 浦和区役所くらし応援室 北浦和駅西口公衆トイレ(男子・女子)照明器具修繕業務 井上建築事務所  99,825

55 南区役所くらし応援室 武蔵浦和駅西口公衆便所修繕 株式会社テクノライフ  167,200

56 南区役所くらし応援室 武蔵浦和駅西口公衆便所男子トイレ小便器排水修繕 井上建築事務所  52,250

57 緑区役所区民生活部総務課
さいたま市緑区役所役所１階正面玄関風除室パネル移設
修繕

株式会社日本デザインテック  47,916

58 緑区役所区民生活部総務課 さいたま市緑区役所役所２階支援課鍵取付修繕 株式会社建成  40,150

59 緑区役所区民生活部総務課 さいたま市緑区役所役所区民ホール支柱付近漏水修繕 株式会社建成  94,710

60 緑区役所区民生活部総務課 さいたま市緑区役所役所駐車場フェンス修繕 株式会社日本デザインテック  99,825

61 緑区役所区民生活部区民課 さいたま市山崎市民の窓口トイレ修繕 株式会社アクアライジング  31,680

62 緑区役所区民生活部区民課 さいたま市東浦和駅市民の窓口案内表示貼替修繕 アドオン野田工房  19,800

63 岩槻区役所くらし応援室 東岩槻駅北口公衆トイレ男子トイレ引戸戸車交換修繕 有限会社ベルテックス  54,626

64 岩槻区役所区民生活部総務課 さいたま市岩槻区役所役所３階みんなのトイレ修繕 有限会社後藤建具店  44,550

65 岩槻区役所区民生活部総務課
さいたま市岩槻区役所役所府内別館２階トイレ換気扇ス
イッチ修繕

有限会社ベルテックス  10,230

66 岩槻区役所区民生活部総務課 さいたま市岩槻区役所役所府内別館開戸鍵修繕 有限会社ベルテックス  93,060

67 岩槻区役所区民生活部総務課 さいたま市岩槻区役所役所府内別館網戸修繕 有限会社ベルテックス  8,800

68 岩槻区役所区民生活部総務課 さいたま市岩槻区役所役所告示板背板修繕 有限会社ベルテックス  97,350

69 岩槻区役所区民生活部総務課 さいたま市岩槻区役所役所告示板補強修繕 有限会社ベルテックス  87,450

70 消防局総務部消防施設課 岩槻消防署太田出張所受付雨漏り修繕（岩3-11） 有限会社ベルテックス  52,800

71 消防局総務部消防施設課 西消防署２階男子トイレ大便器温水洗浄便座修繕（西3-3） 有限会社大成住設  90,332

72 消防局総務部消防施設課 消防局屋上ドア部品交換修繕（局3-4） 有限会社サンロック  39,600

73 消防局総務部消防施設課 北消防署正面出入口外部自動ドア修繕（北3-2） 高味建材株式会社  58,300

74 消防局総務部消防施設課 北消防署3階男子更衣室ロッカー扉修繕（北3-4） 高味建材株式会社  80,300

75 消防局総務部消防施設課
北消防署２階事務室，脱衣所，浴室ガラス窓開閉レバー修
繕（北3-9）

高味建材株式会社  41,690

76 消防局総務部消防施設課 大宮消防署大成出張所自動ドア修繕（局3-6） 高味建材株式会社  726,000

77 消防局総務部消防施設課
見沼消防署春野出張所仮眠室ベッド畳表替え修繕（見3-
4）

株式会社銀虎  237,600

78 消防局総務部消防施設課
浦和消防署木崎出張所東側壁面目地材及び屋上クラック
修繕（浦3-7）

有限会社くまさか  92,345

79 消防局総務部消防施設課 浦和消防署日の出出張所屋上給湯循環戻り管修繕 ラインファミリー株式会社  99,000

80 消防局総務部消防施設課
浦和消防署２階男子トイレ小便器フラッシュバルブ修繕（浦
3-3）

ラインファミリー株式会社  30,976

2



令和３年度
小規模修繕業者契約一覧

【施設修繕】

※業務主管課順に掲載しています。
※ 詳しい契約内容につきましては、
業務主管課にお問い合わせください。

NO 業務主管課(所)名 件　　　名 相手方名 契約金額（税込）

81 消防局総務部消防施設課
浦和消防署１・２階トイレ便座交換及び給水管修繕（浦3-
4）

ラインファミリー株式会社  244,552

82 消防局総務部消防施設課 消防局庁舎５階給湯室電気温水器交換修繕（局3-14） ラインファミリー株式会社  297,000

83 消防局総務部消防施設課 岸分団車庫トイレ　ロータンク内部品交換修繕（浦3-1） 株式会社テクノライフ  19,800

84 消防局総務部消防施設課
浦和消防署日の出出張所１階洗面所水栓・２階男子トイレ
水栓修繕（浦3-5）

株式会社テクノライフ  74,800

85 消防局総務部消防施設課
浦和消防署日の出出張所１階男性浴室水栓交換修繕（浦
3-9）

株式会社テクノライフ  66,000

86 水道局業務部水道総務課 災害用貯水タンク簡易防災倉庫扉修繕 株式会社さとうトーヨー住器  51,150

87 水道局業務部水道総務課 非常災害用井戸フェンス修繕 有限会社サイワ塗装工業  281,490

88 水道局業務部営業課 北部水道営業所１階・３階和室畳表替え修繕 有限会社増永畳店  98,571

89 水道局業務部営業課 北部水道営業所正門調整修繕 有限会社三陽建銘  55,000

90 水道局業務部営業課 北部水道営業所２階廊下非常灯付き直管型照明器具修繕 ミカテック  77,220

91 水道局業務部営業課 針ヶ谷庁舎２階男女トイレ照明器具交換修繕 株式会社公明電設  75,900

92 水道局業務部営業課 北部水道営業所工務課２階男子トイレ便座取替修繕 有限会社渡辺貞藏商店  74,800

93 水道局業務部営業課 北部水道営業所３階給湯室ガス湯沸器取替修繕 株式会社アオキ  82,280

94 水道局業務部営業課 針ヶ谷庁舎２階更衣室照明器具交換修繕 株式会社公明電設  39,600

95 水道局業務部営業課 北部水道営業所外階段ノンスリップ取付替え修繕 有限会社三陽建銘  257,763

96 水道局業務部営業課 北部水道営業所３階女子トイレ換気扇取替修繕 有限会社芦葉空調設備  46,090

97 水道局業務部営業課 針ヶ谷庁舎執務室内照明器具交換修繕 株式会社公明電設  39,600

98 水道局業務部営業課 針ヶ谷庁舎２階執務室内承継器具交換修繕 株式会社公明電設  39,600

99 水道局業務部営業課 北部水道営業所正門門扉交換修繕 有限会社三陽建銘  93,500

100 水道局業務部営業課 針ヶ谷庁舎アンテナケーブル配線修繕 有限会社渡辺貞藏商店  165,000

101 水道局業務部営業課 北部水道営業所外灯修繕 株式会社公明電設  103,400

102 水道局業務部営業課 北部水道営業所１階執務室窓ガラス修繕 有限会社田中硝子店  701,350

103 水道局給水部配水課 大宮配水場擁壁補修修繕 株式会社内海工務店  129,940

104 水道局給水部配水課 大宮配水場換気塔扉修繕 高味建材株式会社  47,300

105 水道局給水部配水課 新都心配水場搬入扉修繕 高味建材株式会社  61,435

106 水道局給水部水質管理課 トイレ便座交換修繕 株式会社Ｒ＆Ａ  63,800

107 水道局給水部水質管理課 総合センター照明修繕 有限会社三陽建銘  104,967

108 水道局給水部水質管理課 換気排煙窓開閉装置窓ガラス修繕 株式会社黒崎硝子  88,000

109 教育委員会事務局管理部学校施設課
大谷場東小学校アリーナエントランスガラス修繕（緊急修
繕）

有限会社東硝子店  573,210

110
教育委員会事務局学校教育部大宮国際中等教育学
校

体育館保体講義室等鍵交換修繕 有限会社サンロック  99,660

111
教育委員会事務局学校教育部大宮国際中等教育学
校

部室棟ガラス修繕 杉山硝子店  35,200

112
教育委員会事務局学校教育部大宮国際中等教育学
校

大宮国際中等教育学校体育館器具庫等鍵交換修繕 有限会社サンロック  57,200

113
教育委員会事務局学校教育部大宮国際中等教育学
校

大宮国際中等教育学校体育館柔道場等鍵交換修繕 有限会社サンロック  70,400

114
教育委員会事務局学校教育部大宮国際中等教育学
校

大宮国際中等教育学校体育館体育職員室等鍵交換修繕 有限会社サンロック  75,900

115 教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課 旧与野公民館１階給湯室吐水パイプ交換緊急修繕 有限会社渡辺貞藏商店  19,800

116 教育委員会事務局生涯学習部博物館 さいたま市立博物館屋上高架水槽通気口交換修繕 有限会社星名建設  64,130

117 教育委員会事務局生涯学習部博物館 見沼くらしっく館LED器具交換修繕 石川電気  127,600

118 教育委員会事務局生涯学習部博物館 見沼くらしっく館LED器具交換修繕 石川電気  49,500

119 教育委員会事務局生涯学習部博物館 見沼くらしっく館主屋背戸錠前交換修繕 有限会社中川工務店  28,710

120 教育委員会事務局生涯学習部うらわ美術館 うらわ美術館情報コーナースポットライト交換修繕 井上建築事務所  141,988
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121 教育委員会事務局生涯学習部うらわ美術館
うらわ美術館　ロビー男子トイレ洗面カウンタークラック修
繕

井上建築事務所  60,500

122 教育委員会事務局生涯学習部うらわ美術館 うらわ美術館　ロビー男子トイレ洗面水石けん入れ修繕 井上建築事務所  98,938

123 教育委員会事務局生涯学習総合センター 七里公民館テニスコート階段安全対策修繕 有限会社宮澤陞工務店  300,850

124
教育委員会事務局生涯学習総合センター桜木公民
館

大宮南公民館トイレ修繕 有限会社榎本管工  54,340

125
教育委員会事務局生涯学習総合センター大砂土東
公民館

大砂土東公民館　1階女子トイレドア鍵･避難経路段差軽減
修繕

有限会社宮澤陞工務店  55,550

126
教育委員会事務局生涯学習総合センター大砂土東
公民館

大砂土東公民館　レクホール窓ハンドル修繕 有限会社宮澤陞工務店  57,200

127
教育委員会事務局生涯学習総合センター大砂土東
公民館

大砂土東公民館　第1会議室建具修繕 有限会社宮澤陞工務店  32,560

128
教育委員会事務局生涯学習総合センター大砂土東
公民館

七里公民館　2階女子トイレ・湯沸室窓修繕 有限会社宮澤陞工務店  51,700

129
教育委員会事務局生涯学習総合センター大砂土東
公民館

さいたま市立大砂土東公民館レクリエーションホール蛍光
灯修繕

株式会社岩井電設  10,450

130
教育委員会事務局生涯学習総合センター大砂土東
公民館

大砂土東公民館　修繕（壁・窓・トイレドア） 有限会社宮澤陞工務店  37,400

131
教育委員会事務局生涯学習総合センター大砂土東
公民館

大砂土東公民館　レクホールサッシ修繕 有限会社宮澤陞工務店  58,300

132
教育委員会事務局生涯学習総合センター大砂土東
公民館

大砂土東公民館　実習研修室窓ハンドル修繕 有限会社宮澤陞工務店  33,000

133
教育委員会事務局生涯学習総合センター鈴谷公民
館

上落合公民館　ガラス修繕 株式会社オーパル  77,000

134
教育委員会事務局生涯学習総合センター大古里公
民館

原山公民館室内建具金物修繕 有限会社中川工務店  71,500

135
教育委員会事務局生涯学習総合センター大古里公
民館

大古里公民館２階体育室手摺修繕 有限会社中川工務店  13,200

136
教育委員会事務局生涯学習総合センター大古里公
民館

原山公民館室内建具金物修繕 有限会社中川工務店  63,800

137 岸中学校 Ａ棟１階昇降口ドア錠前交換修繕 有限会社サンロック  36,300

138 岸中学校 岸中学校２年学年室ガラス戸カギ取付修繕 有限会社サンロック  38,500

139 木崎中学校 木崎中学校　ガラス修繕 飯野硝子店  58,850

140 木崎中学校 木崎中学校理科室ベランダ側窓ガラス修繕 飯野硝子店  27,500

141 木崎中学校 木崎中学校北校舎３階ガラス修繕 飯野硝子店  13,750

142 木崎中学校 木崎中学校北校舎３階ガラス修繕 飯野硝子店  8,800

143 木崎中学校 木崎中学校音楽室ガラス修繕 飯野硝子店  7,700

144 木崎中学校 木崎中学校ガラス修繕 飯野硝子店  28,050

145 原山中学校 原山中　昇降口ガラス修繕 飯野硝子店  114,400

146 原山中学校 原山中　ガラス修繕 飯野硝子店  14,300

147 原山中学校 原山中　１Ｆ女子トイレ壁面タイル修繕 有限会社大江タイル工業所  61,261

148 原山中学校 原山中　ガラス修繕 飯野硝子店  8,800

149 原山中学校 原山中　ガラス修繕 飯野硝子店  9,350

150 本太中学校 本太中学校校長室・職員室・事務室錠前交換修繕 有限会社サンロック  86,900

151 本太中学校 本太中学校ガラス修繕 飯野硝子店  26,950

152 東浦和中学校 東浦和中学校ガラス修繕 飯野硝子店  8,800

153 東浦和中学校 東浦和中学校武道場修繕 飯野硝子店  17,050

154 東浦和中学校 東浦和中学校ガラス修繕 飯野硝子店  9,900

155 白幡中学校 白幡中学校教室黒板貼替修繕 有限会社双葉黒板製作所  49,500

156 大原中学校 大原中学校木工室錠前交換修繕 有限会社サンロック  29,700

157 土合中学校 土合中学校職員玄関錠前交換修繕 有限会社サンロック  26,400

158 大谷場中学校 野球部室窓ガラス修繕 有限会社東硝子店  22,000

159 美園中学校 美園中学校　白鷺館トイレドアレバーハンドル修繕 有限会社サンロック  13,200

160 三室中学校 三室中学校　ガラス修繕 飯野硝子店  5,500
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161 三室中学校 三室中学校　教室扉ガラス交換修繕 飯野硝子店  8,800

162 大宮東中学校 大宮東中３年４組教室廊下側窓ガラス取替修繕 飯野硝子店  7,700

163 大宮東中学校 大宮東中理科室・理科準備室網戸交換修繕 飯野硝子店  19,800

164 日進中学校 日進中学校北校舎昇降口鉄扉修繕 有限会社サンロック  46,200

165 日進中学校 日進中学校体育館鉄扉修繕 有限会社サンロック  137,500

166 日進中学校 日進中学校武道場入口扉ドアクローザー交換修繕 有限会社サンロック  26,400

167 植竹中学校 既存雨樋 外6件 有限会社コガワ  55,000

168 第二東中学校 第二東中学校普通教室出入口扉戸当たりゴム交換修繕 有限会社サンロック  99,660

169 与野東中学校 与野東中学校野球部室錠前交換修繕 有限会社サンロック  37,400

170 岩槻中学校 岩槻中学校 職員玄関壁・南校舎1階窓修繕 矢部建具店  66,330

171 岩槻中学校 岩槻中学校　事務室他引戸修繕 矢部建具店  84,810

172 岩槻中学校 岩槻中学校　体育小屋シャッター修繕 矢部建具店  68,310

173 川通中学校 硝子修繕 矢部建具店  24,200

174 慈恩寺中学校 慈恩寺中学校ガラス修繕 矢部建具店  40,700

175 慈恩寺中学校 慈恩寺中学校カギ修繕 矢部建具店  49,500

176 慈恩寺中学校 慈恩寺中学校体育館扉修繕 矢部建具店  24,200

177 桜山中学校 桜山中学校　ガラス修繕 矢部建具店  16,500

178 桜山中学校 桜山中学校　ドアクローザー修繕 矢部建具店  16,500

179 西原中学校 西原中学校　ガラス修繕 矢部建具店  37,950

180 西原中学校 西原中学校　扉修繕　シャッター修繕 矢部建具店  25,300

181 尾間木小学校 尾間木小学校ガラス修繕 飯野硝子店  17,600

182 大谷場東小学校 調理員トイレ照明修繕 株式会社イーワークス  18,150

183 大谷場東小学校 調理員トイレウォシュレット修繕 株式会社イーワークス  44,000

184 大門小学校 大門小学校3階外通路錠前交換修繕 有限会社サンロック  52,800

185 野田小学校 野田小学校ピロティー出入口錠前交換修繕 有限会社サンロック  23,100

186 野田小学校 野田小学校 1階校庭出入口ドア修繕他 有限会社サンロック  38,500

187 野田小学校 野田小学校　１階昇降口ドア及び錠前修繕 有限会社サンロック  61,600

188 道祖土小学校 道祖土小学校　教室扉カギ折れ修繕 有限会社サンロック  22,000

189 中島小学校 中島小学校 校旗市旗掲揚ポール修繕 株式会社盛建  78,914

190 中島小学校 中島小学校校旗市旗掲揚ポール修繕 株式会社盛建  84,480

191 芝原小学校 芝原小学校プールシャワー給水管修繕 株式会社アクアライジング  78,650

192 芝原小学校 芝原小学校５年４組ベランダ出入口ガラス修繕 飯野硝子店  27,500

193 芝原小学校 芝原小学校ガラス修繕 飯野硝子店  7,150

194 芝原小学校 芝原小学校４年１組教室入口・昇降口１Ｆガラス修繕 飯野硝子店  23,100

195 大宮南小学校 大宮南小学校教室黒板貼替修繕 有限会社双葉黒板製作所  58,300

196 日進北小学校 日進北小学校　給湯室ガス管及びＩＨコンロ修繕 ヨーキーリファイン株式会社  49,500

197 大砂土小学校 大砂土小学校　黒板貼替修繕 有限会社双葉黒板製作所  76,560

198 大砂土東小学校 市立大砂土東小学校ガラス修繕 飯野硝子店  11,550

199 見沼小学校 見沼小学校プール修繕 有限会社宮澤陞工務店  68,200

200 春岡小学校 春岡小学校教育相談室扉硝子修繕 有限会社田中硝子店  17,600
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201 大谷小学校 大谷小学校１年５組エアコン修繕 有限会社芦葉空調設備  93,500

202 東宮下小学校 東宮下小学校事務室カギ修繕 有限会社サンロック  8,800

203 海老沼小学校 海老沼小学校 ｶﾞﾗｽ修繕 飯野硝子店  51,150

204 海老沼小学校 海老沼小学校　職員室ガラス修繕 飯野硝子店  16,500

205 海老沼小学校 海老沼小学校　ガラス修繕 飯野硝子店  58,300

206 海老沼小学校 海老沼小学校　ガラス修繕 飯野硝子店  17,600

207 上落合小学校 校長室錠前交換修繕 有限会社サンロック  36,300

208 下落合小学校 下落合小学校体育館渡り廊下ﾄﾞｱ錠前交換修 有限会社サンロック  24,200

209 下落合小学校 下落合小学校職員玄関キー保管箱取付修繕 有限会社サンロック  25,080

210 与野西北小学校 与野西北小学校　５年３組ガラス修繕 杉山硝子店  37,400

211 与野西北小学校 与野西北小学校　なかよし１組ガラス修繕 杉山硝子店  25,630

212 与野西北小学校 与野西北小学校　北校舎東出入口ガラス修繕 杉山硝子店  33,990

213 鈴谷小学校 鈴谷小学校教室黒板貼替修繕 有限会社双葉黒板製作所  56,100

214 鈴谷小学校 鈴谷小学校教室黒板貼替修繕 有限会社双葉黒板製作所  56,100

215 岩槻小学校 岩槻小学校　体育館建具修繕 矢部建具店  56,650

216 岩槻小学校 岩槻小学校　壁修繕　体育館 矢部建具店  89,100

217 太田小学校 太田小学校　３階男子トイレ扉建具修繕 矢部建具店  41,800

218 太田小学校 太田小学校　女子トイレ扉建具修繕 矢部建具店  27,500

219 太田小学校 太田小学校　６年２組教室入口硝子修繕 矢部建具店  9,350

220 太田小学校 太田小学校　音楽室嵌め殺し窓固定修繕 矢部建具店  8,800

221 太田小学校 太田小学校 給食室棟脇ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ鍵交換修繕 矢部建具店  69,300

222 太田小学校 太田小学校　２－２扉　４－３窓　修繕 矢部建具店  22,000

223 川通小学校 川通小学校昇降口扉修繕 矢部建具店  52,250

224 川通小学校 川通小学校ガラス修繕 矢部建具店  53,900

225 川通小学校 川通小学校ドアクローザー修繕 矢部建具店  33,000

226 柏崎小学校 柏崎小学校　ガラス修繕 矢部建具店  20,790

227 柏崎小学校 柏崎小学校　ガラス修繕 矢部建具店  11,000

228 柏崎小学校 柏崎小学校　プール外壁修繕 矢部建具店  57,860

229 柏崎小学校 柏崎小学校　網戸修繕 矢部建具店  28,600

230 和土小学校 和土小学校ガラス修繕 矢部建具店  60,500

231 和土小学校 和土小学校扉修繕 矢部建具店  38,500

232 和土小学校 和土小学校ガラス修繕Ｂ棟 矢部建具店  41,800

233 新和小学校 新和小学校硝子修繕 矢部建具店  13,200

234 慈恩寺小学校 慈恩寺小学校　かぎ修繕 矢部建具店  8,800

235 城北小学校 城北小学校　かぎ修繕 矢部建具店  8,800

236 城北小学校 さいたま市立城北小学校　既存花壇舗装修繕 株式会社津多工業  99,880

237 城北小学校 城北小学校　硝子修繕 矢部建具店  12,430

238 城北小学校 城北小学校　硝子修繕（１－２） 矢部建具店  12,650

239 城北小学校 城北小学校　硝子修繕 矢部建具店  13,200

240 城北小学校 城北小学校　硝子修繕 矢部建具店  42,350
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令和３年度
小規模修繕業者契約一覧

【施設修繕】

※業務主管課順に掲載しています。
※ 詳しい契約内容につきましては、
業務主管課にお問い合わせください。

NO 業務主管課(所)名 件　　　名 相手方名 契約金額（税込）

241 徳力小学校 徳力小学校　ガラス修繕 矢部建具店  11,000

242 西原小学校 西原小学校建具修繕　１階２階男女トイレ 矢部建具店  22,000

243 城南小学校 城南小学校　建具修繕 矢部建具店  13,200

244 さくら草特別支援学校 さくら草特別支援学校1階トイレ蛇腹扉固定 有限会社サンロック  14,850
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令和３年度
小規模修繕業者契約一覧

【物品修繕】

※業務主管課順に掲載しています。
※ 詳しい契約内容につきましては、
業務主管課にお問い合わせください。

NO 業務主管課(所)名 件　　　名 相手方名（カタカナ）相手方名 契約金額（税込）

1 環境局環境共生部環境対策課 大宮測定局フェンス修繕 有限会社金子建材興業  999,790

2 岸中学校 体育館通路ドアカギ修繕 有限会社サンロック  45,100

3 常盤中学校 常盤中学校プール更衣室錠前交換修繕 有限会社サンロック  19,800

4 常盤中学校 常盤中学校昇降口錠前交換修繕 有限会社サンロック  27,500

5 常盤中学校 常盤中学校給食室錠前交換修繕 有限会社サンロック  57,200

6 原山中学校 原山中　校長室錠前交換修繕 有限会社サンロック  18,700

7 大原中学校 大原中学校多目的室錠前交換修繕 有限会社サンロック  29,700

8 大原中学校 大原中学校１－６教室錠前交換修繕 有限会社サンロック  23,100

9 土合中学校 土合中学校職員玄関ドア鍵折れ修繕 有限会社サンロック  13,200

10 大谷口中学校 大谷口中学校　体育教官室錠前交換修繕 有限会社サンロック  27,390

11 大谷口中学校 大谷口中学校屋上錠前交換修繕 有限会社サンロック  16,500

12 大谷口中学校 大谷口中学校　家庭科準備室錠前修繕 有限会社サンロック  37,400

13 大谷口中学校 大谷口中学校３－６教室錠前他修繕 有限会社サンロック  91,190

14 大谷口中学校 男子バレーボール部室入口鉄扉錠前修繕 有限会社サンロック  19,800

15 植水中学校 植水中学校　保健室プリンター修繕 ミカテック  24,954

16 第二東中学校 第二東中学校理科準備室錠前交換修繕 有限会社サンロック  34,100

17 土呂中学校 土呂中学校３年１組錠前交換修繕 有限会社サンロック  29,700

18 与野西中学校 与野西中学校　１－４教室窓カギ修繕 有限会社サンロック  16,500

19 西原中学校 西原中学校鍵修繕テニス部男女 矢部建具店  26,400

20 北浦和小学校 体育館倉庫錠前交換修繕 有限会社サンロック  14,300

21 上木崎小学校 上木崎小学校校庭照明配電盤カギ交換修繕 有限会社サンロック  20,900

22 上木崎小学校 上木崎小学校屋上出入口ドア錠前修繕 有限会社サンロック  23,100

23 上木崎小学校 上木崎小学校職員玄関錠前交換修繕 有限会社サンロック  35,420

24 大谷場小学校 大谷場小学校職員玄関ドア錠前交換修繕 有限会社サンロック  31,240

25 土合小学校 土合小学校　体育館入口ドア錠前修繕 有限会社サンロック  6,600

26 野田小学校 野田小学校　ことばの教室入口錠前修繕 有限会社サンロック  28,600

27 大東小学校 大東小学校２階昇降口錠前交換修繕 有限会社サンロック  25,300

28 文蔵小学校 文蔵小学校　家庭科室錠前交換修繕 有限会社サンロック  36,300

29 善前小学校 善前小学校　職員玄関錠前交換修繕 有限会社サンロック  23,540

30 向小学校 向小学校職員玄関ドア錠前交換修繕 有限会社サンロック  20,900

31 向小学校 向小学校校長室錠前交換修繕 有限会社サンロック  20,900

32 与野本町小学校 １階南側昇降口カギ交換修繕 有限会社サンロック  33,000

33 大戸小学校 大戸小学校シャッター鍵交換修繕 有限会社サンロック  25,300

34 西原小学校 西原小学校鍵修繕　理科室　相談室　放送室 矢部建具店  41,800
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令和３年度
小規模修繕業者契約一覧

【その他修繕】

※業務主管課順に掲載しています。
※ 詳しい契約内容につきましては、
業務主管課にお問い合わせください。

NO 業務主管課(所)名 件名 相手方名 契約金額（税込）

1 総務局危機管理部防災課 さいたま市指定避難所防災倉庫鍵修繕 有限会社サンロック  22,660

2 総務局危機管理部防災課 さいたま市指定避難所防災倉庫扉修繕 株式会社内海工務店  49,940

3 総務局危機管理部防災課 さいたま市指定避難所防災倉庫基礎修繕 有限会社西野建業  93,500

4 総務局危機管理部防災課 さいたま市指定避難所防災倉庫修繕 有限会社三陽建銘  88,550

5 市民局市民生活部市民生活安全課 岸町防犯ステーション空調機修繕 株式会社アオキ  161,975

6 子ども未来局子ども育成部青少年育成課 さいたま市立向原児童センター庇鉄骨修繕
有限会社ハウスメイクタカハ

シ
 605,000

7 子ども未来局子ども育成部青少年育成課 さいたま市立三橋児童センター遊戯室壁塗装修繕
有限会社ハウスメイクタカハ

シ
 260,920
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