
【工事】Ｈ２９随意契約の公表

発注課所 名称 地方自治法施工令根拠条項 随契区分名称 請負業者商号 契約日 契約金額

工事 下水道施設課 公共下水道管渠緊急修繕工事（１） 第167条の2第1項第5号 緊急を要する契約 株式会社内田組 平成29年7月13日 509,760

工事 下水道施設課 ２８－３公共（補）雨水管渠築造工事に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 株式会社島村工業　上尾支店 平成29年4月10日 5,076,000

工事 下水道施設課 人孔蓋交換工事（１） 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 忠和総合建設業協同組合 平成29年4月12日 993,600

工事 下水道施設課 ２８－１公共（補）雨水函渠築造工事に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 忠和総合建設業協同組合 平成29年5月17日 3,348,000

工事 下水道施設課 ２９－１５道路復旧工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 有限会社川田組 平成29年6月26日 3,715,200

工事 下水道施設課 舗装修繕工事（１） 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 有限会社藤波建興 平成29年6月26日 248,400

工事 下水道施設課 人孔蓋調整工事（１） 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 株式会社ウエスト工業 平成29年7月31日 145,800

工事 下水道施設課 人孔蓋調整工事（２） 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 株式会社山崎工務所 平成29年7月31日 86,400

工事 下水道施設課 人孔蓋調整工事（３） 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 株式会社今川工務店 平成29年8月1日 172,800

工事 下水道施設課 市道１０２５号線道路修繕工事に伴う付帯（人孔蓋交換）工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 株式会社高徳建設 平成29年9月27日 3,067,200

工事 下水道施設課 ２９－１８道路復旧工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 アサヒ住建株式会社 平成29年12月15日 842,400

工事 下水道施設課 ２９－３公共大谷本郷（補）汚水管渠築造工事に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 アサヒ住建株式会社 平成30年2月9日 961,200

工事 下水道施設課 ２９－３公共（補）雨水管渠築造工事に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 有限会社金子工業 平成30年2月15日 248,400

工事 下水道施設課 29-9公共（補）汚水管渠築造工事に伴う試掘工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 遠藤建設工業株式会社 平成30年2月26日 216,000

工事 下水道施設課 ２９－７公共（今泉）汚水管渠築造工事に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 株式会社内田組 平成30年2月28日 75,600

工事 下水道施設課 ２９－５公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 株式会社山崎土建 平成30年2月28日 399,600

工事 下水道施設課 ２９－３公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 株式会社高徳建設 平成30年2月28日 199,800

工事 下水道施設課 ２９－２公共（補）汚水管渠築造工事に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 株式会社シマダ 平成30年3月6日 626,400

工事 下水道施設課 管渠充填工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 遠藤建設工業株式会社 平成30年3月2日 756,000

工事 下水道施設課 ２９－２公共（補）雨水管渠築造工事に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 千代本興業株式会社 平成30年3月6日 3,078,000

工事 下水道施設課 ２９-９公共（補）汚水管渠築造工事に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 遠藤建設工業株式会社 平成30年3月7日 9,180,000

工事 下水道施設課 ２９－３公共（補）汚水管渠築造工事に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 大石建設興業株式会社 平成30年3月13日 6,264,000

工事 河川課 浅間川都市下水路護岸工事（１工区）に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 忠和総合建設業協同組合 平成30年1月29日 2,538,000

工事 河川課 浅間川都市下水路護岸工事（２工区）に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 株式会社今川工務店 平成30年1月29日 2,052,000

工事 環境政策課 上尾伊奈斎場つつじ苑５・６号炉耐火レンガ積替等工事 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社宮本工業所 平成29年8月24日 28,404,000

工事 業務課 検定満期メーター等交換工事（単価契約） 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾市管工事業協同組合 平成29年4月3日 3,402,000

工事 水道施設課 中央配水場配水池仕切弁緊急修繕 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第5号緊急を要する契約 株式会社早田工務店 平成29年5月25日 766,800

工事 水道施設課 小敷谷地内（上尾道路）歩道改良工事に伴う配水管布設工事 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第5号緊急を要する契約 株式会社ガイアート　北関東営業所 平成29年10月5日 8,489,800

工事 水道施設課 北部浄水場管理棟外壁等改修工事に伴う付帯工事 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第6号競争入札に付すことが不利な契約 株式会社前島建設工業 平成29年9月15日 299,160

工事 西貝塚環境センター 焼却施設耐火物補修工事 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 平成29年5月26日 41,580,000

工事 西貝塚環境センター 火格子駆動油圧装置電磁弁修繕 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 平成29年6月9日 1,620,000

まとめ（公表用・工事）
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工事 西貝塚環境センター 第二反応槽ｐＨ計交換修繕 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 平成29年6月9日 4,644,000

工事 西貝塚環境センター 粗大ごみ高圧受配電盤等運転制御更新工事 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 平成29年6月19日 131,760,000

工事 西貝塚環境センター 上尾市健康プラザわくわくランドスライダー内外面塗装及びアクリルカバー交換工事 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 積水アクアシステム株式会社　東京事業所 平成29年8月9日 8,424,000

工事 西貝塚環境センター 共通配管（ブロー配管）修繕 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 平成29年9月28日 5,184,000

工事 西貝塚環境センター 焼却施設１号ボイラー第一放射室水冷壁管上部更新工事 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 平成29年10月27日 53,568,000

工事 西貝塚環境センター 2号ﾎﾞｲﾗｰ第一放射室第一ｽｸﾘｰﾝ管下部抜管(3本)修繕 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 平成29年12月1日 1,836,000

工事 西貝塚環境センター 2号ﾎﾞｲﾗｰ第一放射室第一ｽｸﾘｰﾝ管下部抜管(23本)修繕 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 平成29年12月5日 5,184,000

工事 西貝塚環境センター 管理棟外部温水配管修繕 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社早田工務店 平成29年12月19日 3,456,000

工事 西貝塚環境センター 3号ﾎﾞｲﾗｰ第一放射室第一ｽｸﾘｰﾝ管下部抜管修繕 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 平成30年1月19日 4,104,000

工事 西貝塚環境センター 蒸気タービン発電機固定子鉄心及びコイル更新工事 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 平成30年1月29日 42,660,000

工事 西貝塚環境センター 1号ﾎﾞｲﾗｰ第一放射室第一ｽｸﾘｰﾝ管下部抜管工事 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 平成30年1月29日 7,236,000

工事 道路課 ２９－４６　２９－２７市道４０５４３号線道路新設工事その２に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 遠藤建設工業株式会社 平成29年9月4日 8,640,000

工事 道路課 ２９－４６　２９－２７市道４０５４３号線道路新設工事その２に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 遠藤建設工業株式会社 平成29年9月4日 8,640,000

工事 道路課 ２９－２１　舗装本復旧工事に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 株式会社高徳建設 平成30年1月25日 2,484,000

工事 道路課 ２９－９０　２９－１９舗装本復旧工事に伴う付帯工事 第167条の2第1項第6号 競争入札に付すことが不利な契約 アサヒ住建株式会社 平成30年2月9日 2,646,000

まとめ（公表用・工事）


