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工事等随意契約結果表

公表事項 内    容

所管課 建設局南部建設事務所下水道建設課

件名 下水道事業実施設計業務（南建－３０－１６７）

履行場所 さいたま市浦和区前地３丁目地内外

契約締結日 平成 31年 4月 26日

契約の相手方の

商号又は名称

株式会社シーエスエンジニアズ 

契約金額（円） ¥4,838,400 
随意契約によるこ

ととした理由

 本業務については、平成２６年度に実施設計業務を受託し、設計内容を十分に

理解しており、資料収集・現地踏査を省略する事ができ、工期短縮・金額の削減

も図れ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 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 建設局南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（南建－３０－４０８）

履行場所 さいたま市浦和区岸町３丁目地内外

契約締結日 平成 31年 4月 26日

契約の相手方の

商号又は名称

共和コンサルタント株式会社 

契約金額（円） ¥1,242,000 
随意契約によるこ

ととした理由

 平成３０年度に実施した下水道事業詳細設計業務（南建－３０－４０４）に基

づく発注工事において、施工条件の変更が生じたことで変更積算作業が必要とな

ったため、平成２９年度に実施設計業務（南建－２９－１５２）を受注しており

工事計画内容及び現場諸条件を熟知し迅速且つ適切に業務を履行する事ができ、

更に経費も削減できることから、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 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 都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所

件名 江川土地区画整理事業 調整池排水機場詳細設計業務

履行場所 さいたま市岩槻区宮町１丁目地内外

契約締結日 令和元年 6月 6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） ¥4,455,000 
随意契約によるこ

ととした理由

当該業者は、平成３０年度に「江川土地区画整理事業 調整池排水機場ポンプ室

実施設計修正業務」を受託しており、工事計画内容及び現地条件を熟知し、迅速

且つ適正に業務を履行することができ、現地踏査、設計報告書等の確認・整理の

必要がなく経費削減を図れることから、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 建設局南部建設事務所下水道再整備課

件名 下水道事業詳細設計業務（南再－３１－４０１）

履行場所 さいたま市浦和区常盤８丁目地内

契約締結日 令和元年 6月 6日

契約の相手方の

商号又は名称

株式会社シーエスエンジニアズ 

契約金額（円） ¥1,836,000 
随意契約によるこ

ととした理由

本業務は、公共下水道耐震実施設計業務（南建－２６－５０８）を受託しており、

工事計画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削減を図ることができることから、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 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 建設局南部建設事務所下水道再整備課

件名 下水道事業詳細設計業務（南再－３１－４０６）

履行場所 さいたま市中央区下落合３丁目地内外

契約締結日 令和元年 6月 6日

契約の相手方の

商号又は名称

株式会社シーエスエンジニアズ 

契約金額（円） ¥1,620,000 
随意契約によるこ

ととした理由

本業務は、下水道事業耐震実施設計業務（南再－３０－５５１）を基にしており、

当該業務についても工事計画内容及び現場条件を熟知し、迅速かつ適切に業務を

履行することができる。また、基礎調査の必要がなく経費削減を図れることから

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 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 建設局南部建設事務所下水道再整備課

件名 下水道事業詳細設計業務（南再－３１－４０２）

履行場所 さいたま市中央区上落合４丁目地内外

契約締結日 令和元年 6月 6日

契約の相手方の

商号又は名称

株式会社ジェーエステック 

契約金額（円） ¥1,296,000 
随意契約によるこ

ととした理由

本業務は、下水道事業耐震実施設計業務（南再－３０－５５３）を基にしており、

当該業務についても工事計画内容及び現場条件を熟知し、迅速かつ適切に業務を

履行することができる。また、基礎調査の必要がなく経費削減を図れることから

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 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再整備課

件名 下水道事業詳細設計業務（北再－Ｒ１－４５３）

履行場所 さいたま市大宮区土手町１丁目地内外

契約締結日 令和元年 6月 20日

契約の相手方の

商号又は名称

共和コンサルタント株式会社 

契約金額（円） ¥4,320,000 
随意契約によるこ

ととした理由

本業務は、上記業者が平成３０年度に受託した下水道事業耐震実施設計業務（北

再－３０－５５６）を基礎としており、工事計画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、また、基礎調査の必要がなく経費削減を

図ることができることから、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 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再整備課

件名 下水道事業詳細設計業務（北再－Ｒ１－４５２）

履行場所 さいたま市西区大字指扇地内外

契約締結日 令和元年 6月 20日

契約の相手方の

商号又は名称

株式会社ＮＪＳ 関東事務所

契約金額（円） ¥3,888,000 
随意契約によるこ

ととした理由

本業務は、平成２９年度さいたま市けやき台・大宮プラザポンプ場実施設計業務

委託を基礎としており、当業務についても、工事計画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、また、基礎調査の必要がなく経費削減

を図ることができることから、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 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再整備課

件名 下水道事業詳細設計業務（北再－Ｒ１－４５４）

履行場所 さいたま市北区吉野町１丁目地内外

契約締結日 令和元年 6月 20日

契約の相手方の

商号又は名称

株式会社光エンジニアリング 

契約金額（円） ¥1,144,800 
随意契約によるこ

ととした理由

本業務は、下水道事業耐震実施設計業務（北再－３０－５５５）を基礎としてお

り、当業務ついても、工事計画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、また、基礎調査の必要がなく経費削減を図ることができる

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

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－Ｒ１－４０１）

履行場所 さいたま市北区日進町１丁目地内

契約締結日 令和元年 6月 20日

契約の相手方の

商号又は名称

株式会社エース 埼玉営業所

契約金額（円） ¥2,268,000 
随意契約によるこ

ととした理由

本業務は、下水道事業修正設計業務（北建－２９－１２１）を基礎としており、

当該業務ついても工事計画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、また、基礎調査の必要がなく経費削減を図ることができること

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 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 建設局南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（南建－Ｒ１－４０３）

履行場所 さいたま市南区南本町１丁目地内

契約締結日 令和元年 6月 27日

契約の相手方の

商号又は名称

株式会社日建技術コンサルタント 埼玉事務所

契約金額（円） ¥2,613,600 
随意契約によるこ

ととした理由

本委託については、平成２５年度に実施設計業務を受注し、設計内容を十分に理

解しており、経費節減も図れ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 6号の規定による随意契約を締結しました。

備考


