
契約の状況

   （１）   建設事業関係　【契約金額１００万円以上】

   契約方法　入札：指名競争入札　随契：随意契約　

（単位　　円）

契　　約　　金　　額

契約金額 変更金額 合計金額

地域防犯推進事業 防犯灯修繕 随契 H23.4.1 鶴ヶ島市防犯灯電気工事協力会 単価契約 執行予定額3,236,205

道路交通環境安全対策事業 道路照明灯修繕 随契 H23.4.1 （株）橋本電機鶴ヶ島営業所 単価契約 執行予定額1,495,714

交通安全設備整備事業 道路反射鏡新設・修繕工事 随契 H23.4.8 坂戸防災（株） 単価契約 執行予定額3,233,580

土地区画整理事業 街区点杭打等業務　一本松地区 随契 H23.4.22 昭和（株）埼玉支社 単価契約 執行予定額1,496,226

中学校施設管理事業 鶴ヶ島中学校プール塗装修繕工事 入札 H23.4.28 潮田塗装（株） 4,410,000 4,410,000
繰越明許
H23.4.28～H23.7.8

土地区画整理事業 街区点等杭打業務　若葉駅西口地区 随契 H23.5.12 日本測地設計（株）埼玉支店 単価契約 執行予定額1,097,119

教育センター運営事業 教育センター移転に伴う旧庁舎設備改修工事 入札 H23.5.27 （株）木村設備工業 2,352,000 2,352,000

放課後児童対策事業 旧ありんこクラブ合併浄化槽設置工事 入札 H23.5.27 （株）木村設備工業 1,396,500 1,396,500
繰越明許
H23.5.27～H23.7.29

公立保育所運営事業 鶴ヶ島東部保育所保育室床修繕工事 入札 H23.6.20 西武住宅産業（株） 2,205,000 2,205,000
繰越明許
H23.6.20～H23.8.31

土地区画整理事業 下水道工事（区第６－１９号線）　一本松地区 入札 H23.6.20 （有）髙木組 2,205,000 2,205,000

学校給食運営事業 学校給食センター屋外給水管修繕 随契 H23.7.12 （有）町田設備 1,044,750 1,044,750

小学校体育館耐震補強事業（設計）／
中学校体育館耐震補強事業（設計）

小・中学校体育館耐震補強工事設計業務 入札 H23.7.25 （株）第一建築設計事務所 30,187,500 30,187,500

庁舎維持管理事業 庁舎外壁クラック修繕 入札 H23.7.25 （有）宮本建設 1,824,900 1,824,900

道水路整備事業 路線測量業務　市道１１号線 入札 H23.7.25 測技テラノ（株） 1,785,000 1,785,000

土地区画整理事業 建物物件調査業務　一本松地区 入札 H23.7.25 日南技術（株） 5,197,500 5,197,500

備　　　　考事　　　業　　　名 件　　　　　　　名
契約
方法

契約日 契　約　業　者　名



（単位　　円）

契　　約　　金　　額

契約金額 変更金額 合計金額
備　　　　考事　　　業　　　名 件　　　　　　　名

契約
方法

契約日 契　約　業　者　名

道水路整備事業 道路改築工事　市道１０１号線 入札 H23.8.1 （株）大久保組 7,980,000 7,980,000

女性センター修繕事業 女性センターホール修繕工事 入札 H23.8.12 （有）武藤電機 15,540,000 15,540,000

土地区画整理事業 下水道工事（区第６－１６号線外１路線）　一本松地区 入札 H23.8.12 （有）宮本土木 4,830,000 4,830,000

土地区画整理事業
排水施設整備工事（都３・４・７号線外１路線）　若葉駅西
口地区

入札 H23.8.12 （株）三幸 8,715,000 655,200 9,370,200

中学校施設管理事業 西中学校自動火災報知設備修繕 随契 H23.8.16 旭ダイヤモンド産業（株） 1,176,000 1,176,000

地域防犯推進事業 防犯灯設置工事 随契 H23.8.22 鶴ヶ島市防犯灯電気工事協力会 単価契約 執行予定額1,173,270

道水路維持修繕事業 排水施設整備工事　市道８７７号線 入札 H23.9.22 （株）ミネギシ 2,100,000 2,100,000

道路交通環境安全対策事業 あんしん歩行エリア対策工事　市道２２５号線外４路線 入札 H23.9.22 （株）アンゼン 4,441,500 4,441,500
繰越明許
H23.9.22～H23.12.16

土地区画整理事業 下水道工事（区第６－２０号線）　若葉駅西口地区 入札 H23.9.22 （株）大新 4,473,000 4,473,000

土地区画整理事業 下水道工事（区第９－３号線）　若葉駅西口地区 入札 H23.9.22 （有）常勝開発 9,282,000 9,282,000

上広谷第１地区地区計画住環境整備事業 路線測量・物件調査業務（上広谷第１地区） 入札 H23.10.28 測技テラノ（株） 1,501,500 1,501,500

女性センター修繕事業／大橋公民館修繕
事業

女性センター・大橋公民館外壁調査診断業務 入札 H23.10.28 （株）大誠建築設計事務所埼玉事務所 2,047,500 2,047,500

道水路整備事業 道路改築工事　市道７１４号線 入札 H23.10.28 （有）髙木組 6,720,000 6,720,000

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道８号線 入札 H23.10.28 （株）中村組西部営業所 14,070,000 14,070,000

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道３号線 入札 H23.10.28 （株）三幸 2,800,350 2,800,350

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道６７１号線 入札 H23.10.28 （有）宮本土木 4,777,500 4,777,500

土地区画整理事業 排水施設整備工事（区第１２－１号線）　若葉駅西口地区 入札 H23.10.28 （株）三幸 4,552,800 4,552,800



（単位　　円）

契　　約　　金　　額

契約金額 変更金額 合計金額
備　　　　考事　　　業　　　名 件　　　　　　　名

契約
方法

契約日 契　約　業　者　名

道水路維持修繕事業 簡易舗装工事　市道２６１号線外１ 入札 H23.11.18 （株）大新 1,669,500 1,669,500

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道９２７号線 入札 H23.11.18 （有）常勝開発 7,644,000 7,644,000

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道２６６号線 入札 H23.11.18 （株）大新 7,875,000 7,875,000

土地区画整理事業 下水道工事（市道２４０－２号線）　若葉駅西口地区 入札 H23.11.18 （株）大久保組 3,675,000 3,675,000

道水路維持修繕事業 調整池排水ポンプ点検修繕 随契 H23.12.1 アイム機械（株） 1,017,870 1,017,870

庁舎維持管理事業 真空開閉器交換修繕 随契 H23.12.12 （株）日立産機システム埼玉事業所 2,551,500 2,551,500
繰越明許
H23.12.19～H24.3.30

学校給食運営事業 第一学校給食センターボイラ熱交換器交換修繕 随契 H23.12.16 川重冷熱工業（株）北関東支店 1,401,750 1,401,750

土地区画整理事業
下水道工事（区第１４－１号線外１路線）　若葉駅西口地
区

入札 H23.12.20 （株）ミネギシ 7,602,000 7,602,000

土地区画整理事業
道路築造工事（区第９－３号線外１路線）　若葉駅西口地
区

入札 H23.12.20 （株）大久保組 10,500,000 10,500,000
事故繰越
H23.12.27～H24.3.16

土地区画整理事業 排水施設整備工事　一本松地区 入札 H23.12.20 築地工業（株）西入間支店 13,965,000 13,965,000

土地区画整理事業
下水道基本計画及び特殊マンホール詳細設計業務　一
本松地区

入札 H23.12.20 （株）シーエスエンジニアズ 5,355,000 5,355,000

土地区画整理事業 建物物件調査業務Ａ　若葉駅西口地区 入札 H23.12.20 日本測地設計（株）埼玉支店 2,100,000 2,100,000

庁舎維持管理事業 電力引込設備修繕 入札 H24.1.23 （株）鶴ヶ島電気 1,341,480 1,341,480
繰越明許
H24.1.23～H24.3.30

土地区画整理事業 下水道工事(都３・４・７号線)　若葉駅西口地区 入札 H24.1.23 （株）大新 1,470,000 1,470,000

土地区画整理事業
道路築造工事（区第６－１１号線外１路線）　若葉駅西口
地区

入札 H24.1.23 （有）常勝開発 2,026,500 2,026,500

土地区画整理事業 排水施設整備工事（一本松駅南口通り線）　一本松地区 入札 H24.1.23 （有）宮本土木 3,339,000 3,339,000

土地区画整理事業 道路築造工事（区第６－１９号線）　一本松地区 入札 H24.1.23 （株）三幸 5,281,500 5,281,500



（単位　　円）
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小学校施設管理事業／中学校施設管理事
業

体育館電球交換修繕 随契 H24.1.27 （有）桜井電気 1,124,823 1,124,823

土地区画整理事業 簡易舗装工事（市道１３１７号線外１路線）　一本松地区 随契 H24.2.6 （有）宮本土木 1,050,000 1,050,000

小学校施設管理事業／中学校施設管理事
業

小中学校プールろ過装置修繕 随契 H24.3.12 日本フイルコン（株）埼玉営業所 1,029,000 1,029,000

中学校施設管理事業 鶴ヶ島中学校コンピュータ教室エアコン交換修繕 随契 H24.3.15 （株）鶴ヶ島電気 1,155,000 1,155,000


