
№ 工　事　名 受　注　者　 請負代金額 工期（始期） 工期（終期） 評定点

1 防災行政無線放送設備等整備工事 日本電気(株)　関東甲信越支社 607,563,000 令和元年6月19日 令和3年3月26日 ―

2 中富町(第3146号)道路改良舗装工事(第1工区) (有)システム美建 26,550,700 令和2年1月9日 令和2年8月31日 82

3 森戸橋架替整備事業取付道路新設工事 (株)淵上工務店 122,483,900 令和2年1月10日 令和3年2月19日 56

4 市営井戸修繕工事 産晃商事(株) 9,599,700 令和2年2月7日 令和2年5月15日 ―

5 石井土地区画整理事業　区画街路4-112号線外1路線街路築造等工事 (株)氷川建設 15,529,800 令和2年2月7日 令和2年7月3日 84

6 横沼第１・第２・第３揚水機場災害復旧工事 (有)田口さく泉工業 5,170,000 令和2年2月20日 令和2年5月15日 ―

7 清掃センター解体工事 (株)鴻池組　さいたま営業所 358,436,100 令和2年3月19日 令和3年3月18日 ―

8 坂戸市西清掃センター熱交換器等整備 (株)タクマ　東京支社 14,935,800 令和2年5月13日 令和2年9月23日 ―

9 坂戸市文化会館ホール三点吊りマイク装置消耗部品交換修繕 東京通信電設(株) 2,272,600 令和2年5月13日 令和2年6月30日 ―

10 坂戸市立浅羽野小学校グラウンド改修工事 (株)植政造園 32,516,000 令和2年5月21日 令和2年10月16日 76

11 坂戸市立南小学校トイレ改修工事 吉沢建設(株) 95,426,100 令和2年5月21日 令和2年9月30日 77

12 坂戸市立大家小学校校舎改修工事 協和建設工事(株) 116,171,000 令和2年6月8日 令和3年2月26日 76

13 学童保育所、児童館併設型施設改修工事 (株)森田建設 145,103,200 令和2年6月12日 令和3年2月10日 83

14 関間四丁目土地区画整理事業　区画街路6-11号線外3路線街路築造等工事 (株)東洋土木 21,863,600 令和2年6月16日 令和3年2月12日 83

15 交通安全施設整備工事（第2期） (株)アンゼン 4,699,200 令和2年6月24日 令和2年9月18日 ―

16 市営住宅石井団地1-203、1-206号室天井改修工事 大澤工務店(株) 4,521,000 令和2年6月24日 令和2年8月31日 79

17 片柳土地区画整理事業　区画街路6-24号線外1路線街路築造等工事 小林建材 22,282,700 令和2年6月24日 令和2年11月17日 85

18 千代田一丁目（第2048号）側溝修繕工事 (有)冨沢工業 7,318,300 令和2年6月24日 令和2年10月30日 78

19 坂戸市西清掃センター排ガス分析計更新 富士電機(株)　北関東支店 37,747,600 令和2年6月24日 令和3年3月24日 ―

20 石井土地区画整理事業　地区外道路（国道407号外2路線）下水道築造等工事 (有)北栄興業 18,509,700 令和2年6月24日 令和2年12月10日 85

21 坂戸市西清掃センターごみクレーン修繕（１号機） 極東サービス(株) 2,622,400 令和2年7月2日 令和2年9月25日 ―

22 石井土地区画整理事業　調整池1整備工事 川越コンクリート工業(株) 87,246,500 令和2年7月13日 令和3年3月26日 82

23 坂戸市サツキクリーンセンター堰堤法面災害復旧工事 (株)根本建設 8,434,800 令和2年7月28日 令和2年11月27日 ―

24 浅羽大排水路脇歩道整備工事（第2期） (有)システム美建 10,356,500 令和2年8月6日 令和3年1月29日 89

25 坂戸市東清掃センター粗大ごみ処理施設整備 (株)神鋼環境ソリューション　東京支社 89,870,000 令和2年8月6日 令和3年3月25日 ―

26 薬師町（第3272号）側溝修繕工事 松坂設備工業(株) 7,436,000 令和2年8月6日 令和2年12月18日 70

27 坂戸市立浅羽野公民館講堂軒天井改修工事 大澤工務店(株) 10,550,100 令和2年9月8日 令和2年12月25日 80

28 交通安全施設整備工事（第3期） (株)ケイロード 5,359,200 令和2年9月8日 令和2年12月25日 ―

29 北入西幹線排水機場ポンプ設備修繕（第2期） (株)第一テクノ　関東支店 18,700,000 令和2年9月8日 令和3年3月31日 ―

30 坂戸市立中央図書館給水設備改修工事 ハシバ管工(株) 3,685,000 令和2年9月8日 令和2年12月4日 ―

31 若葉駅東口横断歩道橋修繕工事（4期） (株)淵上工務店 4,411,000 令和2年9月8日 令和2年12月18日 77

32 片柳土地区画整理事業　区画街路6-77号線外3路線街路築造等工事 (有)サツキハウス 13,674,100 令和2年9月24日 令和3年2月15日 85

33 石井土地区画整理事業　地区外道路（市道第2143号線）外1路線下水道築造等工事 (有)システム美建 12,734,700 令和2年9月24日 令和3年2月19日 84

34 災害廃棄物仮置場原状復旧整備（旧北坂戸小学校校庭） (株)渋谷造園土木　坂戸支店 3,196,600 令和2年9月24日 令和2年12月25日 ―

35 東坂戸団地桜並木植栽等工事（4期） (株)渋谷造園土木　坂戸支店 9,438,000 令和2年9月24日 令和3年3月12日 ―

36 多和目水路整備工事（2期） (有)美保工業 19,954,000 令和2年9月24日 令和3年3月26日 75

37 坂戸市立勝呂公民館多目的ホール等LED化改修工事 (有)光陽電機 9,457,800 令和2年10月23日 令和2年12月25日 ―

38 坂戸市文化会館空調中央監視装置更新工事 アズビル(株)　ビルシステムカンパニー北関東支店 20,790,000 令和2年10月29日 令和3年2月26日 ―

39 交通安全施設整備工事（第4期） (株)サンロード　西部営業所 4,643,100 令和2年11月6日 令和3年2月26日 ―

40 片柳土地区画整理事業　区画街路6-200号線外2路線街路築造等工事 (有)システム美建 8,323,700 令和2年11月6日 令和3年3月25日 88

41 三芳野大排水路整備工事（第６工区） (株)氷川建設 26,004,000 令和2年11月6日 令和3年3月19日 74

42 坂戸市東清掃センター計量機部分更新 平和衡機(株) 4,042,500 令和2年11月6日 令和3年3月24日 ―

43 市民総合運動公園管理棟受変電設備等改修工事 ミツワ電設(有) 18,169,800 令和2年11月6日 令和3年2月15日 85

44 石井土地区画整理事業　区画街路6-48号線外2路線街路築造等工事 若葉産業(株) 36,287,900 令和2年11月6日 令和3年3月29日 65

45 飯盛川管理道路拡幅工事(第3工区)右岸その2 (有)システム美建 2,997,500 令和2年12月7日 令和3年3月26日 79

46 成願寺(第4375号)道路改良舗装工事(第1工区) (株)根本建設 10,072,700 令和2年12月7日 令和3年3月26日 75

47 小山（第6157号）道路改良工事（第1工区） (有)北栄興業 19,754,900 令和2年12月7日 令和3年3月26日 80

48 市民総合運動公園軟式球場ナイター照明操作盤修繕 (株)リンテック 2,622,400 令和2年12月7日 令和3年3月29日 ―

49 坂戸市文化施設オルモトイレ改修工事 (株)槻川住建工業 5,993,900 令和3年2月5日 令和3年3月26日 80

※並びは契約日順（同日の場合は、受注者名の五十音順とする）

※工事成績評定の基準点は６５点

令和2年度　完成検査工事実施状況一覧



№ 委　託　業　務　の　名　称 受　注　者　 委託金額 期間（始期） 期間（終期）

1 石井土地区画整理事業　道路実施設計等業務委託 昭和(株)　埼玉支社 7,318,300 令和2年4月30日 令和3年3月29日

2 三芳野大排水路整備工事（第６工区）測量設計業務委託 埼玉県土地改良事業団体連合会 1,793,000 令和2年6月10日 令和3年3月5日

3 坂戸市立大家公民館空調設備等改修工事設計業務委託 飯村設備設計 5,610,000 令和2年6月16日 令和3年1月15日

4 坂戸市立大家小学校外１校トイレ改修工事設計業務委託 宇津木建築設計事務所 4,118,400 令和2年6月16日 令和3年3月19日

5 坂戸市ワークプラザ外壁改修工事設計業務委託 (株)木藤設計 625,900 令和2年6月16日 令和2年12月15日

6 片柳土地区画整理事業　道路実施設計等業務委託 東日本総合計画(株)　関東支店 5,051,200 令和2年6月16日 令和3年3月26日

7 紺屋(第1222号）道路平面測量業務委託 (株)街づくり工房 1,342,000 令和2年6月16日 令和2年10月30日

8 市民健康センター空調設備等改修工事設計業務委託 飯村設備設計 2,932,600 令和2年10月16日 令和3年3月10日

9 関間(第3026号)道路路線・用地測量等業務委託 (株)セントラル測量 8,826,400 令和2年11月6日 令和3年3月31日

10 関間(第3026号)道路地質調査業務委託 (株)東光土質　西部営業所 657,800 令和2年11月6日 令和3年1月25日

11 森戸・萱方(第5001号)道路路線・用地測量等業務委託(第1工区) (株)セントラル測量 7,131,300 令和2年12月7日 令和3年3月31日

12 森戸・萱方(第5001号)道路地質調査業務委託(第1工区) (株)東光土質　西部営業所 657,800 令和2年12月7日 令和3年2月26日

※並びは契約日順（同日の場合は、受注者名の五十音順とする）

※令和2年度は、工事に係る設計、測量及び地質・土質調査の業務委託について成績評定を実施していません。

令和2年度　完了検査業務委託実施状況一覧


