
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　競争：一般競争入札　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 H22.4.1 鶴ヶ島市防犯灯電気工事協力会 単価契約 執行予定額2,999,955

道路交通環境安全対策事業 道路照明灯修繕 随契 H22.4.1 （株）青木電工 単価契約 執行予定額1,498,413

交通安全設備整備事業 道路反射鏡新設・修繕工事 随契 H22.4.20 埼玉ライナー（株） 単価契約 執行予定額2,975,065

土地区画整理事業 街区点等杭打業務（単価契約）若葉駅西口地区 随契 H22.4.20 日本測地設計（株）埼玉支店 単価契約 執行予定額1,093,939

庁舎維持管理事業 真空遮断器交換修繕 随契 H22.4.26 （株）日立産機システム埼玉事業所 1,102,500 1,102,500

道路舗装修繕事業 自転車通行帯整備工事　市道５４７－１号線 入札 H22.5.12 坂戸防災（株） 10,216,500 2,552,550 12,769,050
繰越明許費
H22.5.12～H22.8.20

土地区画整理事業 土地評価・換地設計業務  一本松地区 随契 H22.5.14 昭和（株）埼玉支社 9,030,000 9,030,000

土地区画整理事業 地区界・街区確定測量業務  一本松地区 随契 H22.5.14 昭和（株）埼玉支社 12,705,000 12,705,000

土地区画整理事業 調整池道路整備設計業務 随契 H22.5.25 昭和（株）埼玉支社 1,291,500 1,291,500

学童保育室運営規模適正化対策事業 学童保育室プレハブ設置工事 入札 H22.5.28 大和リース（株）さいたま支店 7,854,000 7,854,000
繰越明許費
H22.5.28～H22.8.31

学童保育室運営規模適正化対策事業 旧一本松事務所改修工事 入札 H22.6.11 （有）宮本建設 2,520,000 2,520,000

小学校地上波デジタル放送移行事業 小学校地上波デジタル放送設備改修工事 入札 H22.6.11 (有）桜井電気 12,232,500 12,232,500
繰越明許費
H22.6.11～H22.9.17

中学校地上波デジタル放送移行事業 中学校地上波デジタル放送設備改修工事 入札 H22.6.11 (有）三井電工社 7,822,500 7,822,500
繰越明許費
H22.6.11～H22.9.17

中学校施設管理事業 西中学校グラウンド改修工事 競争 H22.6.15 （株）島村工業 64,575,000 △ 2,867,550 61,707,450
繰越明許費
H22.6.15～H22.9.24

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

庁舎維持管理事業 庁舎屋上防水・外壁改修工事 競争 H22.6.15 関東建設工業（株）さいたま支店 115,500,000 1,572,900 117,072,900

庁舎維持管理事業 冷却塔バイパス弁及び空調機ドレンパン修繕 随契 H22.6.16
（株）山武ビルシステムカンパニー北関
東支店

1,995,000 1,995,000

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道１－２号線 入札 H22.6.18 （有）嶋田実業 11,235,000 11,235,000
繰越明許費
H22.6.18～H22.8.31

地域防犯推進事業 防犯灯設置工事 随契 H22.6.29 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

一本松地区整備事業 新設道路等測量業務① 入札 H22.7.9 （株）ヤマト測建鶴ヶ島支店 10,500,000 243,600 10,743,600

一本松地区整備事業 新設道路等測量業務② 入札 H22.7.9 日南技術（株） 10,920,000 10,920,000

小学校施設管理事業 小学校トイレ洋式化修繕 入札 H22.7.9 埼玉設備工業（株） 5,250,000 5,250,000
繰越明許費
H22.7.9～H22.9.30

地区計画住環境整備事業 路線測量業務　上広谷第１地区 入札 H22.7.9 測技テラノ（株） 5,754,000 5,754,000

中学校施設管理事業 中学校トイレ洋式化修繕 入札 H22.7.9 （株）木村設備工業 3,244,500 3,244,500
繰越明許費
H22.7.9～H22.9.30

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道５号線 入札 H22.7.16 （株）関東建設 14,175,000 14,175,000
繰越明許費
H22.7.16～H22.10.29

土地区画整理事業 仮設道路工事（区６－８６号線）　　一本松地区 随契 H22.7.29 （株）三幸 1,281,000 1,281,000

土地区画整理事業 建物物件調査業務　一本松地区 入札 H22.8.11 （株）ミカミ・アイエヌジー鶴ヶ島営業所 3,759,000 3,759,000

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道２３号線外１ 入札 H22.8.18 （株）大新 19,740,000 19,740,000
繰越明許費
H22.8.18～H22.11.19

小学校施設管理事業 鶴ヶ島第一小学校南棟吸収冷温水機緊急修繕 随契 H22.9.3 入間空調（株） 1,260,000 1,260,000

道水路維持修繕事業 新田・南西部調整池排水設備修繕 随契 H22.9.9 アイム機械（株） 1,239,000 1,239,000

土地区画整理事業 用地分筆・地積更正測量業務 入札 H22.9.15 日南技術（株） 1,039,500 1,039,500



（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
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契約日 契　約　業　者　名

学校給食運営事業
第一学校給食センターボイラー修繕（熱交換器交換・貯
湯槽修繕）

随契 H22.9.16 川重冷熱工業（株）北関東支店 1,449,000 1,449,000

道路改良事業 道路改築工事　市道１６１－２号線 入札 H22.9.22 （有）常勝開発 11,550,000 11,550,000
繰越明許費
H22.9.22～H23.1.18

土地区画整理事業
下水道工事（区第９－４号線外１路線）　若葉駅西口地
区

競争 H22.9.22 中央建設（同）川越営業所 51,345,000 51,345,000
事故繰越
H22.9.22～H23.4.28

土地区画整理事業 下水道工事（区第６－１６号線外２路線）　一本松地区 入札 H22.9.22 （株）三幸 11,004,000 11,004,000

一本松地区整備事業 歩行者専用道路測量業務 入札 H22.10.22 司測量設計調査（株）鶴ヶ島支店 3,360,000 3,360,000

教育センター移転事業 教育センター移転設備等調査設計業務 入札 H22.10.22 （株）舞総合設計鶴ヶ島営業所 1,764,000 1,764,000

市有財産維持管理経費 旧庁舎プレハブ解体工事 入札 H22.10.29 堀尾建設（株） 1,858,500 1,858,500

土地区画整理事業 下水道工事（一本松駅南口通り線）　一本松地区 入札 H22.10.29 （有）宮本土木 5,407,500 5,407,500

土地区画整理事業 道路築造工事（都３．４．７号線）　若葉駅西口地区 入札 H22.10.29 （株）大新 14,070,000 14,070,000

全国瞬時警報システム整備事業 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）整備工事 随契 H22.11.5 埼玉田中電気（株） 6,462,750 6,462,750
繰越明許費
H22.11.5～H23.2.25

道水路緊急工事費 簡易舗装工事　市道３２９号線 入札 H22.11.18 （有）高木組 1,659,000 1,659,000

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 H22.11.18 （株）大新 4,546,500 4,546,500

道路交通環境安全対策事業 歩道整備工事　市道３号線　１工区 入札 H22.11.25 （株）三幸 27,720,000 27,720,000
繰越明許費
H22.11.25～H23.3.31

道路交通環境安全対策事業 歩道整備工事　市道３号線　２工区 入札 H22.11.25 （株）大久保組 28,875,000 28,875,000
繰越明許費
H22.11.25～H23.3.31

土地区画整理事業 ポンプ交換工事（調整池）  一本松地区 随契 H22.11.25 アイム機械（株） 3,225,000 3,225,000

土地区画整理事業 道路整備工事（区第６－８２号線）　一本松地区 入札 H22.11.25 （有）常勝開発 18,774,000 18,774,000



（単位　　円）

契　　約　　金　　額

契約金額 変更金額 合計金額
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小学校施設管理事業 杉下小学校給食用リフト修繕 随契 H22.12.6 中央エレベーター工業（株） 1,260,000 1,260,000

学校給食センター更新施設整備事業 事業用地地質調査業務 入札 H22.12.20 （有）地質技研 1,281,000 1,281,000

土地区画整理事業 下水道工事（区第６－５１号線外１路線）　一本松地区 入札 H22.12.20 （有）宮本土木 3,150,000 3,150,000

土地区画整理事業 画地確定測量業務  一本松地区 随契 H22.12.22 昭和（株）埼玉支社 2,205,000 2,205,000

土地区画整理事業
一本松駅南口駅前広場及び一本松駅南口通り線実施
設計業務

随契 H22.12.24 昭和（株）埼玉支社 6,142,500 6,142,500

道水路維持修繕事業 地盤調査業務 随契 H23.1.13 千葉エンジニアリング（株）北関東支店 2,520,000 2,520,000

中学校施設管理事業 鶴ヶ島中学校散水用ポンプ交換修繕 随契 H23.1.14 （有）町田設備 1,029,000 1,029,000

教育センター移転事業 教育センター移転に伴う保健センター改修工事 入札 H23.1.21 （株）林電機産業鶴ヶ島営業所 19,110,000 19,110,000
繰越明許費
H23.1.21～H23.5.6

女性センター修繕事業 女性センターホール修繕工事設計業務 入札 H23.1.21 （株）舞総合設計鶴ヶ島営業所 3,328,500 3,328,500

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 H23.2.10 日本フイルコン（株）埼玉営業所 1,228,500 1,228,500

小学校施設管理事業 栄小学校通級教室空調機設置工事 随契 H23.3.3 （有）武藤電機 1,134,000 1,134,000

中学校施設管理事業 鶴ヶ島中学校空調機交換修繕工事 随契 H23.3.3 （株）鶴ヶ島電気 1,071,000 1,071,000

学校給食運営事業 学校給食センター緊急補修修繕 随契 H23.3.11 （株）木村設備工業 1,955,100 1,955,100


