
令和５年３月２２日 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年４月１日以降の発注標準は、＜一般用＞と＜優秀施工者用＞とし、＜優秀施工者用

建設工事の発注標準について 

 

令和５年４月１日以降の発注標準は、次の＜一般用＞と＜優秀施工者用＞のとおりです。 

＜一般用＞ 

級 

別 
下水道工事 土木工事 舗装工事 建築工事 

とび・土工、電気、

管、造園工事 

管工事(口径 250mm

未満の水道工事） 

Ｓ 10,000 万円以上 8,000 万円以上  10,000 万円以上   

Ａ 
10,000 万円未満 8,000 万円未満  10,000 万円未満   

5,000 万円以上 3,000 万円以上 3,000 万円以上 4,000 万円以上 2,000 万円以上 ５,000 万円以上 

Ｂ 
5,000 万円未満 3,000 万円未満 3,000 万円未満 4,000 万円未満 2,000 万円未満 ５,000 万円未満 

2,500 万円以上 1,500 万円以上 1,500 万円以上 1,500 万円以上 1,000 万円以上 ２,500 万円以上 

Ｃ 2,500 万円未満 1,500 万円未満 1,500 万円未満 1,500 万円未満 1,000 万円未満 ２,500 万円未満 

＜優秀施工者用＞ 

級 

別 
下水道工事 土木工事 舗装工事 建築工事 

とび・土工、電気、

管、造園工事 

管工事(口径 250mm

未満の水道工事） 

Ｓ 10,000 万円以上 8,000 万円以上  10,000 万円以上   

Ａ 
11,000 万円未満 9,000 万円未満  13,000 万円未満   

5,000 万円以上 3,000 万円以上 3,000 万円以上 4,000 万円以上 2,000 万円以上 5,000 万円以上 

Ｂ 
6,000 万円未満 4,000 万円未満 4,000 万円未満 5,500 万円未満 3,000 万円未満 6,000 万円未満 

2,500 万円以上 1,500 万円以上 1,500 万円以上 1,500 万円以上 1,000 万円以上 2,500 万円以上 

Ｃ 3,000 万円未満 2,000 万円未満 2,000 万円未満 2,000 万円未満 1,500 万円未満 3,000 万円未満 

●前年度からの変更・・・建築工事の発注標準の金額（下線部）を変更しました。 

○＜優秀施工者用＞発注標準の適用者は、次のいずれかに該当する者とし、毎年更新します。 

・告示日または指名日の属する年度の前年度または前々年度に、該当する業種で「さいたま市優秀建設工事業

者表彰」の受賞者となった者。 

・毎年４月1日を基準として、さいたま市発注工事で、前々年の１月１日から前年の１２月３１日までの２年

間に受けた該当業種の工事完成検査による工事成績評定点合計（共同企業体での実績は除く）の平均点及び

該当業種の工事完成検査の評定を受けた件数が、次の場合に該当する者（平均点の基準は、更新時に見直す

場合があります）。 

級 

別 

土木工事業 建築工事業 管工事業 その他の業種 

平均点 評定件数 平均点 評定件数 平均点 評定件数 平均点 評定件数 

Ｓ 77 点以上 

2 件以上 

77 点以上 

 

  

７６点以上  
Ａ 76 点以上 76 点以上 76 点以上 

2 件以上 
Ｂ 

75 点以上 75 点以上 75 点以上 
Ｃ   

  ※令和５・６年度競争入札参加資格審査の等級区分となります。 

 ○＜優秀施工者用＞発注標準の適用にならない者は、＜一般用＞発注標準の適用となります。 

 ○その他の業種については、金額や工事の難易度により、総合数値、技術者の人数を考慮し、その都度告示等で定め

ます。 

等級区分における建設工事の発注標準を次のとおりとします。 



令和５年４月１日以降の発注標準は、＜一般用＞と＜優秀施工者用＞とし、＜優秀施工者用＞に

つきましては、次のいずれかに該当する者とします。 

工事成績評定点合計の平均点は、市長部局と水道局を合わせて算定とします。 

※ 所在地につきましては、令和５・６年度競争入札参加資格審査における申請事業所を掲載

しております。 

 

① 令和３年度又は令和４年度に該当する業種で「さいたま市優秀建設工事業者表彰」の受賞者と

なった者（共同企業体での表彰を含む）。 

 

（５０音順） 

業種名 業者名称 所在地 

土木工事 

飯村建設株式会社 埼玉県さいたま市浦和区岸町１－９－１７ 

株式会社カタヤマ 埼玉県さいたま市桜区西堀８－２１－３５ 

埼玉ダンプ企業組合 埼玉県さいたま市見沼区南中野１１３７－１ 

斎藤工業株式会社 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－６－５ 

新興建設工業株式会社 埼玉県さいたま市北区東大成町２－４５８－１ 

中央建設協同組合 埼玉県さいたま市北区吉野町１－４１０－８ 

株式会社とだか建設 埼玉県さいたま市見沼区中川１６６－４ 

日清建設株式会社 埼玉県さいたま市浦和区本太１－９－５ 

株式会社松永建設 埼玉県さいたま市岩槻区城南５－６－６ 

株式会社丸正サンキョー 埼玉県さいたま市緑区三室１５０１－１ 

三ツ和総合建設業協同組合 埼玉県さいたま市北区宮原町１－５６５ 

株式会社武蔵野技建 埼玉県さいたま市南区内谷６－５－１６ 

株式会社ユーディケー 埼玉県さいたま市浦和区岸町５－７－１１ 

株式会社渡邉組 埼玉県さいたま市桜区下大久保９９４ 

建築工事 

吾妻工業株式会社 埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－４７－１ 

共成建設株式会社 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－３５４－２ 

株式会社田中工務店 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－１６－２３ 

中島建工株式会社 埼玉県さいたま市浦和区領家５－１２－２０ 

ハイシマ工業株式会社 埼玉県さいたま市西区水判土２６－５ 

和光建設株式会社 埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－１２－１１ 

電気工事 

埼玉電設株式会社 埼玉県さいたま市中央区上落合８－１０－２ 

毛塚電気工事株式会社 埼玉県さいたま市大宮区北袋町２－２１６ 

株式会社ハヤサカ電気 埼玉県さいたま市南区内谷６－１－７ 

株式会社八洲電業社 埼玉県さいたま市北区日進町３－３７－１ 

管工事 
株式会社東管工 埼玉県さいたま市見沼区東宮下４４６－７ 

株式会社いなもと 埼玉県さいたま市北区吉野町１－４００－１２ 



株式会社サイエイヤマト 埼玉県さいたま市岩槻区西原台１－１－１０ 

株式会社新研設備工業 埼玉県さいたま市桜区西堀８－１２－１５ 

タカセ工業株式会社 埼玉県さいたま市緑区松木２－３２－４ 

株式会社深井設備工事 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－８２３ 

舗装工事 株式会社杉本土建工業 埼玉県さいたま市中央区八王子２－９－１５ 

水道施設工事 
新興建設工業株式会社 埼玉県さいたま市北区東大成町２－４５８－１ 

三ツ和総合建設業協同組合 埼玉県さいたま市北区宮原町１－５６５ 

 

 

② 令和３年１月１日から令和４年１２月３１日までの間に受けた当該業種の工事完成検査による工

事成績評定点合計（共同企業体での実績は除く）の平均点及び当該業種の工事完成検査の評定を受

けた件数が、次の場合に該当する者。 

  
土木工事業 建築工事業 管工事業 その他の業種 

平均点 評定件数 平均点 評定件数 平均点 評定件数 平均点 評定件数 

Ｓ級 ７７点以上 

２件以上 

７７点以上 

 

  

７６点以上  
Ａ級 ７６点以上 ７６点以上 ７６点以上 

２件以上 
Ｂ級 

７５点以上 ７５点以上 ７５点以上 
Ｃ級   

※令和５・６年度競争入札参加資格審査の等級区分となります。 

 

（５０音順） 

業種名 業者名称 所在地 

土木工事 

（２９者） 

ウエスト興業株式会社 埼玉県さいたま市緑区美園６－６－３ 

株式会社内田緑化興業 埼玉県さいたま市緑区東浦和１－２１－３ 

株式会社Ｎ．ＳＡＩＯ 埼玉県さいたま市桜区神田７７０－２ 

株式会社オザワ 埼玉県さいたま市大宮区大門町３－５９ 

株式会社カタヤマ 埼玉県さいたま市桜区西堀８－２１－３５ 

関越建設株式会社 埼玉県さいたま市北区日進町１－３８６ 

有限会社県南管理興業 
埼玉県さいたま市大宮区大成町３－５１３ 

セブンビル１Ｆ 

斎藤工業株式会社 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－６－５ 

株式会社三洪エンタープライズ 埼玉県さいたま市岩槻区尾ケ崎４５４－３ 

シン建工業株式会社 埼玉県さいたま市南区鹿手袋３－２３－３０ 

新興建設工業株式会社 埼玉県さいたま市北区東大成町２－４５８－１ 

新日本設備工業株式会社 
埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻２－５－６ 

森泉ビル３Ｆ 

新和建設株式会社 埼玉県さいたま市見沼区深作１－１０－４ 

株式会社鈴江興業 埼玉県さいたま市西区宮前町１６５４－１ 

東洋建設株式会社 埼玉県さいたま市北区宮原町１－４６６－１３０２ 

株式会社とだか建設 埼玉県さいたま市見沼区中川１６６－４ 



永山建設株式会社 埼玉県さいたま市緑区松木２－２－１ 

日清建設株式会社 埼玉県さいたま市浦和区本太１－９－５ 

株式会社フジピットサービス 埼玉県さいたま市北区宮原町４－６５－２８ 

株式会社松永建設 埼玉県さいたま市岩槻区城南５－６－６ 

株式会社丸正サンキョー 埼玉県さいたま市緑区三室１５０１－１ 

三ツ和総合建設業協同組合 埼玉県さいたま市北区宮原町１－５６５ 

株式会社武蔵野技建 埼玉県さいたま市南区内谷６－５－１６ 

株式会社ＭＥＣＸ 埼玉県さいたま市西区三橋６－７０ 

株式会社ヤオイ 埼玉県さいたま市北区奈良町１５４－１１ 

山本土木工業株式会社 埼玉県さいたま市西区二ツ宮８２２ 

有限会社湯澤土木興業 埼玉県さいたま市西区植田谷本６６－５ 

有限会社ルドルフ建設 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町７－１ 

和光建設株式会社 埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－１２－１１ 

業種名 業者名称 所在地 

建築工事 

（９者） 

株式会社栗原工務店 埼玉県さいたま市南区南浦和２－１－４ 

佐伯リフォーム株式会社 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－９０４ 

スミダ工業株式会社 埼玉県さいたま市浦和区前地３－１４－１２ 

株式会社田中工務店 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－１６－２３ 

東和技建株式会社 埼玉県さいたま市北区日進町２－１５０１－６ 

株式会社内藤工務店 埼玉県さいたま市岩槻区本町２－１１－２４ 

株式会社南雲建装 埼玉県さいたま市見沼区新堤５２－２３ 

日清建設株式会社 埼玉県さいたま市浦和区本太１－９－５ 

ハイシマ工業株式会社 埼玉県さいたま市西区水判土２６－５ 

業種名 業者名称 所在地 

電気工事 

（１４者） 

旭電気工業株式会社 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－４３０ 

浦和電気工事株式会社 埼玉県さいたま市南区南浦和１－２１－１９ 

株式会社エルテックコーポレー

ション 
埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１９８８ 

株式会社岡村電機 埼玉県さいたま市緑区原山４－７－２ 

埼玉電設株式会社 埼玉県さいたま市中央区上落合８－１０－２ 

三洋電設株式会社 埼玉県さいたま市南区鹿手袋３－２２－２１ 

株式会社忍電工 埼玉県さいたま市西区中野林２９ 

総合電設株式会社 埼玉県さいたま市西区中野林４５９ 

田辺電機株式会社 埼玉県川口市石神１６２９ 

東芝プラントシステム株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４ 

中野電設株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻５－１１－２０ 

株式会社万代電気工業 埼玉県さいたま市桜区中島２－２２－１ 

瑞穂電設株式会社 埼玉県さいたま市北区植竹町１－１００ 

株式会社八洲電業社 埼玉県さいたま市北区日進町３－３７－１ 

 

 



業種名 業者名称 所在地 

管工事 

（２５者） 

株式会社東管工 埼玉県さいたま市見沼区東宮下４４６－７ 

株式会社新井鑿泉工業 埼玉県さいたま市岩槻区平林寺７２５ 

株式会社安西建設 埼玉県さいたま市見沼区春岡３－２７－１８ 

株式会社イイノ 埼玉県さいたま市緑区三室９０３－２ 

株式会社いなもと 埼玉県さいたま市北区吉野町１－４００－１２ 

株式会社大クマ工業 埼玉県さいたま市中央区鈴谷９－１３－８ 

有限会社荻原商店 埼玉県さいたま市桜区上大久保９９４ 

株式会社金子管工 埼玉県さいたま市桜区在家１３９－２ 

株式会社こばやし設備工業所 埼玉県さいたま市見沼区東宮下２０１３－１ 

株式会社サイエイヤマト 埼玉県さいたま市岩槻区西原台１－１－１０ 

株式会社坂本建設 埼玉県さいたま市南区内谷２－１３－１０ 

有限会社嶋田設備工業 埼玉県さいたま市西区指扇１７２９－２ 

株式会社白鳥機工 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－７９９ 

株式会社新研設備工業 埼玉県さいたま市桜区西堀８－１２－１５ 

新興建設工業株式会社 埼玉県さいたま市北区東大成町２－４５８－１ 

新日本設備工業株式会社 
埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻２－５－６ 

森泉ビル３Ｆ 

正和設備工業株式会社 埼玉県さいたま市南区大谷口７８３ 

大和道建設株式会社 埼玉県さいたま市西区三橋５－８８２ 

タカセ工業株式会社 埼玉県さいたま市緑区松木２－３２－４ 

有限会社ティ・エス・コーポレ

ーシヨン 
埼玉県さいたま市南区大谷口９７７－１６ 

株式会社徳永設備工業 埼玉県さいたま市緑区中尾６０８ 

ハギワラ株式会社 埼玉県さいたま市見沼区深作３－２４－３ 

三浦土建有限会社 埼玉県さいたま市岩槻区金重５－３ 

株式会社和田設備 埼玉県さいたま市見沼区上山口新田１６４－７ 

株式会社渡邉組 埼玉県さいたま市桜区下大久保９９４ 

業種名 業者名称 所在地 

鋼構造物工事 

（１者） 
株式会社横河ブリッジ 千葉県船橋市山野町２７ 

業種名 業者名称 所在地 

舗装工事 

（３２者） 

株式会社愛和 埼玉県さいたま市西区中野林６６３－１ 

阿久津建設株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区表慈恩寺１５３１－３ 

株式会社芦川産業 埼玉県さいたま市見沼区深作２－２８－８ 

ウエスト興業株式会社 埼玉県さいたま市緑区美園６－６－３ 

株式会社Ａ・Ｊ・コーポレーシ

ョン 
埼玉県さいたま市西区二ツ宮１９２－１ 

エムケー工業株式会社 埼玉県さいたま市北区宮原町１－４９６ 

川村建設株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－１９９－６ 

株式会社グリーンテクノス 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼４０６－４ 



株式会社ケーツー興業 埼玉県さいたま市西区内野本郷２８９－１１ 

株式会社コアテック 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼１１２３ 

株式会社コスモ設備 埼玉県さいたま市中央区下落合５－１８－２ 

株式会社坂本建設 埼玉県さいたま市南区内谷２－１３－１０ 

新興建設工業株式会社 埼玉県さいたま市北区東大成町２－４５８－１ 

株式会社杉本土建工業 埼玉県さいたま市中央区八王子２－９－１５ 

株式会社鈴江興業 埼玉県さいたま市西区宮前町１６５４－１ 

株式会社セイケン 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－２－１ 

株式会社大昭和工業 埼玉県さいたま市見沼区深作３－１５－６ 

大和道建設株式会社 埼玉県さいたま市西区三橋５－８８２ 

田中建設株式会社 埼玉県さいたま市西区西大宮４－１－１７ 

中央開発株式会社 埼玉県さいたま市緑区東浦和７－２－１３ 

中央建設協同組合 埼玉県さいたま市北区吉野町１－４１０－８ 

株式会社とだか建設 埼玉県さいたま市見沼区中川１６６－４ 

株式会社西川興業 埼玉県さいたま市緑区馬場１－１０－２ 

日清建設株式会社 埼玉県さいたま市浦和区本太１－９－５ 

株式会社松永建設 埼玉県さいたま市岩槻区城南５－６－６ 

有限会社三鈴商工 埼玉県さいたま市北区奈良町５０－１１ 

三室建設株式会社 埼玉県さいたま市西区三橋５－６４５－１ 

株式会社ＭＥＣＸ 埼玉県さいたま市西区三橋６－７０ 

株式会社モリタ 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１６２８－４ 

大和建設株式会社 埼玉県さいたま市緑区宮本２－５－５－２０１ 

株式会社横田興業 埼玉県さいたま市西区塚本町１－８６－４ 

株式会社渡邉組 埼玉県さいたま市桜区下大久保９９４ 

業種名 業者名称 所在地 

造園工事 

（６者） 

有限会社沖乃郷造園 埼玉県さいたま市見沼区片柳１－１７８ 

株式会社杉本土建工業 埼玉県さいたま市中央区八王子２－９－１５ 

有限会社鈴木園 埼玉県さいたま市見沼区片柳８６７ 

日本植物園株式会社 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－８２７－１ 

株式会社保坂造園土木 埼玉県さいたま市浦和区上木崎７－１３－２１ 

株式会社八雲造園 埼玉県さいたま市見沼区染谷１－２１１ 

業種名 業者名称 所在地 

水道施設工事 

（１者） 
株式会社日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－１９９－３ 

業種名 業者名称 所在地 

解体工事 

（２者） 

金本建設株式会社 埼玉県さいたま市中央区新中里２－１６－９ 

株式会社佐伯工務店 埼玉県さいたま市北区日進町１－３１９ 

 

 

 


