
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 H25.4.1 鶴ヶ島市防犯灯電気工事協力会 単価契約 執行予定額 3,834,390

地域防犯推進事業 防犯灯設置工事 随契 H25.4.1 鶴ヶ島市防犯灯電気工事協力会 単価契約 執行予定額 1,186,710

道路交通環境安全対策事業 道路照明灯修繕 随契 H25.4.1 （有）桜井電気 単価契約 執行予定額 1,349,953

土地区画整理事業 舗装工事（区第６－１９号線外１路線）　一本松地区 随契 H25.4.12 （有）宮本土木 1,218,000 1,218,000

交通安全設備整備事業 道路反射鏡新設・修繕工事 随契 H25.4.19 （株）交設 単価契約 執行予定額 3,508,575

次世代自動車インフラ整備事業 庁舎電気自動車用急速充電器設置工事 入札 H25.5.21 （有）桜井電気 3,916,500 3,916,500
繰越明許
H25.5.21～H25.8.30

小学校空調設備設置事業（工事）
鶴ヶ島市立藤小学校校舎空調設備設置及び防水等改
修工事

競争 H25.5.21 積田冷熱工事（株） 116,550,000 3,092,250 119,642,250
繰越明許
H25.5.29～H25.9.30

小学校空調設備設置事業（工事）
鶴ヶ島市立南小学校校舎空調設備設置及び防水等改
修工事

競争 H25.5.21 （株）木村設備工業 132,300,000 132,300,000
繰越明許
H25.5.29～H25.9.30

小学校体育館耐震補強事業（工事）
鶴ヶ島市立栄小学校体育館耐震補強及び防水等改修
工事

競争 H25.5.21 （株）三幸 89,250,000 89,250,000
繰越明許
H25.5.29～H25.9.30

中学校体育館耐震補強事業（工事）
鶴ヶ島市立富士見中学校体育館耐震補強及び防水等
改修工事

入札 H25.5.21 （株）シオノ工業 32,392,500 1,833,300 34,225,800
繰越明許
H25.5.29～H25.9.30

小学校空調設備設置事業（工事）
鶴ヶ島市立栄小学校校舎空調設備設置及び防水等改
修工事

競争 H25.5.29 （株）アペックエンジニアリング 134,400,000 134,400,000
繰越明許
H25.5.29～H25.9.30

中学校体育館耐震補強事業（工事） 鶴ヶ島市立藤中学校体育館耐震補強工事 入札 H25.6.21 （有）栁川工務店 4,208,400 4,208,400
繰越明許
H25.7.1～H25.8.31

庁舎維持管理事業 総合窓口関係調査設計業務 入札 H25.6.21 飯村設備設計 1,102,500 △ 750,750 351,750

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道７７号線 入札 H25.6.21 （有）宮本土木 4,725,000 4,725,000

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

土地区画整理事業 舗装修繕工事（市道２４０－２号線）若葉駅西口地区 入札 H25.6.21 （株）大久保組 6,090,000 6,090,000

道路交通環境安全対策事業 区画線設置工事 市道４０号線外１ 随契 H25.6.28 双葉工業（株） 1,012,200 1,012,200
繰越明許
H25.7.1～H25.8.9

南公民館改修事業 南公民館エレベーター改修工事 随契 H25.7.12
フジテック（株）首都圏統括本部北関東
支店

8,085,000 8,085,000
繰越明許
Ｈ25.7.12～Ｈ26.2.28

学校給食運営事業      学校給食センター移転に伴う改修工事 入札 H25.7.18 （有）宮本建設 3,139,500 △ 244,650 2,894,850

中学校空調設備設置事業（設計） 中学校校舎防水等改修工事設計業務 入札 H25.7.18 （株）大誠建築設計事務所埼玉事務所 13,440,000 13,440,000

中学校施設管理事業 鶴ヶ島中学校給食受入口改修工事 入札 H25.7.18 （有）栁川工務店 3,937,500 853,650 4,791,150

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道４号線 入札 H25.7.18 （有）髙木組 8,925,000 8,925,000

土地区画整理事業 下水道工事（区第６－７４号線外１路線）一本松地区 入札 H25.7.18 （株）大新 14,280,000 14,280,000

南公民館改修事業 南公民館下水道接続工事 入札 H25.7.18 （有）サイヨウ空調設備 2,394,000 123,900 2,517,900
繰越明許
H25.7.18～H26.2.28

小学校施設管理事業 長久保小学校グラウンド散水用ポンプ交換修繕 入札 H25.8.13 （株）木村設備工業 1,354,500 1,354,500

道路交通環境安全対策事業 交差点改良工事　市道７７号線 入札 H25.8.13 （株）大新 2,173,500 2,173,500

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道２１０号線 入札 H25.8.13 （有）常勝開発 18,564,000 460,950 19,024,950
繰越明許
H25.8.20～H25.11.29

土地区画整理事業
道路築造工事（区第６－２１号線外１路線）若葉駅西口
地区

入札 H25.8.13 （株）ミネギシ 4,357,500 4,357,500

小学校施設管理事業 杉下小学校合併処理浄化槽修繕 随契 H25.8.21 太盛運輸（有） 1,085,878 1,085,878

小学校施設管理事業 鶴ヶ島第一小学校プール塗装修繕工事 入札 H25.9.17 （株）深見クリエイト坂戸支店 3,412,500 290,850 3,703,350
繰越明許
H25.9.17～H25.11.29

小学校施設管理事業 鶴ヶ島第二小学校プール塗装修繕工事 入札 H25.9.17 （株）深見クリエイト坂戸支店 3,412,500 290,850 3,703,350
繰越明許
H25.9.17～H26.1.17



（単位　　円）

契　　約　　金　　額

契約金額 変更金額 合計金額
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庁舎維持管理事業 非常用照明及び非常用自家発電設備蓄電池交換修繕 入札 H25.9.17 共和エンジニアリング（株） 5,250,000 5,250,000

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道７００－１号線外１ 入札 H25.9.17 （株）三幸 18,165,000 18,165,000
繰越明許
H25.9.25～H25.11.29

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道９８６号線 入札 H25.9.17 （株）大久保組 12,600,000 12,600,000
繰越明許
H25.9.25～H25.11.29

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道９２７号線 競争 H25.9.17 （株）加藤建設工業 47,145,000 4,963,350 52,108,350
繰越明許
H25.9.25～H26.1.31

土地区画整理事業
道路築造工事（区第６－１３号線外１路線）若葉駅西口
地区

入札 H25.9.17 （株）ミネギシ 5,250,000 5,250,000

土地区画整理事業 道路築造工事（区第６－１７号線外１路線）一本松地区 入札 H25.9.17 （有）髙木組 5,145,000 5,145,000

土地区画整理事業
排水施設整備工事（区第８－１号線外１路線）若葉駅西
口地区

入札 H25.9.17 （株）三幸 3,150,000 3,150,000

富士見保育所改築事業（設計）
鶴ヶ島市立富士見保育所改築工事及び鶴ヶ島市立栄
小学校外構改修工事設計業務

入札 H25.9.17 （株）大誠建築設計事務所埼玉事務所 26,040,000 26,040,000

道路交通環境安全対策事業 交通安全対策工事　市道６４０号線外１３ 入札 H25.10.9 （株）ケイロード 7,140,000 7,140,000

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道９５３号線 入札 H25.10.9 （有）宮本土木 6,090,000 6,090,000
繰越明許
H25.10.16～H26.1.15

一本松地区地区計画住環境整備事業 測量・物件調査業務（拡幅道路市道74号線外2） 入札 H25.11.1 （株）ヤマト測建鶴ヶ島支店 3,780,000 3,780,000

中学校空調設備設置事業（工事） 鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校校舎空調設備設置工事 競争 H25.11.1 （株）オキナヤ 89,793,900 3,307,500 93,101,400

中学校空調設備設置事業（工事） 鶴ヶ島市立藤中学校校舎空調設備設置工事 競争 H25.11.1 （株）細田管工 96,012,000 96,012,000

中学校空調設備設置事業（工事） 鶴ヶ島市立富士見中学校校舎空調設備設置工事 競争 H25.11.1 埼玉東京冷機（株）川越営業所 87,062,850 87,062,850

中学校空調設備設置事業（工事） 鶴ヶ島市立西中学校校舎空調設備設置工事 競争 H25.11.1 正和工業（株） 83,632,500 83,632,500

中学校空調設備設置事業（工事） 鶴ヶ島市立南中学校校舎空調設備設置工事 競争 H25.11.1 （株）ケーアイ 82,026,000 82,026,000



（単位　　円）
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道水路維持修繕事業 富士見アンダーパス排水ポンプ交換修繕 入札 H25.11.1 アイム機械（株） 4,830,000 1,077,300 5,907,300

道路交通環境安全対策事業 道路改築工事　市道１６１－２号線 入札 H25.11.1 （株）大新 40,635,000 40,635,000
繰越明許
H25.11.8～H26.3.31

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道１２５０号線 入札 H25.11.1 （有）常勝開発 18,879,000 18,879,000
繰越明許
H25.11.8～H26.2.9

西公民館運営事業 西公民館駐車場工事 入札 H25.11.1 （株）ミネギシ 3,496,500 462,000 3,958,500

道水路維持修繕事業 新田調整池排水ポンプ点検修繕 随契 H25.11.20 アイム機械（株） 1,176,000 1,176,000

公立保育所運営事業 鶴ヶ島保育所・発育支援センター空調機更新工事 随契 H25.11.25 （株）木村設備工業 3,034,500 3,034,500

道水路整備事業 道路改築工事　市道１６５号線 入札 H25.11.27 （株）三幸 27,720,000 27,720,000
繰越明許
H25.12.4～H26.3.31

土地区画整理事業 下水道工事（区第６－７９号線）一本松地区 入札 H25.11.27 （有）宮本土木 7,875,000 7,875,000

土地区画整理事業
道路築造外工事（区第４－３８号線外１路線）一本松地
区

入札 H25.11.27 （株）三幸 4,042,500 4,042,500

水土里のふるさと推進事業 ふるさと水辺整備工事 入札 H25.11.27 築地工業（株）西入間支店 26,092,500 1,058,700 27,151,200
事故繰越
H25.11.27～H26.4.25

上広谷第１地区地区計画住環境整備事業 防火水槽撤去工事 随契 H25.11.29 （株）大久保組 1,239,000 1,239,000

災害対策事業 電気自動車用高機能普通充電器設置工事 随契 H25.11.29 （株）ＪＭさいたまサービスセンター 8,179,500 8,179,500

大橋公民館改修事業 大橋公民館ロビー空調機改修工事 入札 H25.12.12 （株）協同エンジニアリング 5,386,500 5,386,500
繰越明許
H25.12.16～H26.2.14

公園施設整備事業 公園トイレ整備工事 入札 H25.12.12 （有）栁川工務店 8,278,200 8,278,200
繰越明許
H25.12.19～H26.3.28

公園施設整備事業 公園遊具整備工事 入札 H25.12.12 （株）ミネギシ 16,800,000 16,800,000
繰越明許
H25.12.19～H26.3.28

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道７－１号線 入札 H25.12.12 （株）大久保組 22,050,000 22,050,000
繰越明許
H25.12.19～H26.3.31



（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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土地区画整理事業 下水道工事（区第６－８０号線外１路線）一本松地区 入札 H25.12.12 （有）髙木組 9,975,000 9,975,000

土地区画整理事業 排水施設整備工事（共栄一本松線）一本松地区 入札 H25.12.12 （有）常勝開発 7,224,000 7,224,000

土地区画整理事業 道路築造工事（区第６－９４号線）一本松地区 入札 H25.12.12 （株）東洋土木 4,116,000 4,116,000

北公民館運営事業
北公民館受電設備高圧ケーブル及び真空遮断器（ＶＣ
Ｂ）交換修繕

随契 H26.1.21 （株）鶴ヶ島電気 1,071,000 1,071,000

道水路維持修繕事業 歩道舗装修繕工事　市道３号線 入札 H26.1.21 （有）宮本土木 2,446,500 2,446,500

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道２０９号線 入札 H26.1.21 （株）ミネギシ 4,147,500 4,147,500

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 H26.1.21 （有）常勝開発 3,885,000 3,885,000

土地区画整理事業 建物物件調査業務　一本松地区 入札 H26.1.21 （株）セントラル測量鶴ヶ島営業所 1,501,500 1,501,500

土地区画整理事業 建物物件調査業務　若葉駅西口地区 入札 H26.1.21 西武測量設計（株）鶴ヶ島支店 1,029,000 1,029,000

小学校施設管理事業／中学校施設管理事
業

学校体育館電球交換修繕 随契 H26.2.7 （有）三井電工社 1,197,000 1,197,000

公園施設安全対策事業 南近隣公園ベンチ屋根修繕 随契 H26.2.25 （有）栁川工務店 1,013,250 1,013,250

南公民館運営事業 南公民館空調機設置工事 入札 H26.3.7 （有）三井電工社 1,396,500 1,396,500


