
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 H24.4.1 鶴ヶ島市防犯灯電気工事協力会 単価契約 執行予定額2,779,455

道路交通環境安全対策事業 道路照明灯修繕 随契 H24.4.1 (有)関口電設工事 単価契約 執行予定額1,496,008

交通安全設備整備事業 道路反射鏡新設・修繕工事 随契 H24.4.10 双葉工業（株） 単価契約 執行予定額3,233,580

土地区画整理事業
道路詳細設計変更業務（共栄一本松線）　若葉駅西口
地区

随契 H24.5.17 日本測地設計（株）埼玉支店 1,722,000 1,722,000

市内公共交通運行事業 ソーラーＬＥＤ照明灯設置工事 入札 H24.5.25 共和エンジニアリング（株） 1,365,000 1,365,000

小学校空調設備設置事業（設計）
小学校校舎空調設備設置及び防水等改修工事設計業
務

入札 H24.5.25 飯村設備設計 15,960,000 15,960,000

小学校体育館耐震補強事業（設計） 栄小学校体育館耐震補強工事設計業務 入札 H24.5.25 （株）第一建築設計事務所 8,820,000 8,820,000

小学校体育館耐震補強事業（工事）
鶴ヶ島市立鶴ヶ島第二小学校体育館耐震補強及び防
水等改修工事

競争 H24.5.25 堀尾建設（株） 53,550,000 53,550,000
繰越明許
H24.5.25～H24.10.31

小学校体育館耐震補強事業（工事）
鶴ヶ島市立新町小学校体育館耐震補強及び防水等改
修工事

競争 H24.5.25 協和建設工事（株） 45,150,000 9,202,727 54,352,727
繰越明許
H24.5.25～H24.10.31

小学校体育館耐震補強事業（工事）
鶴ヶ島市立杉下小学校体育館耐震補強及び防水等改
修工事

競争 H24.5.25 （株）田中工業坂戸営業所 43,050,000 43,050,000
繰越明許
H24.5.25～H24.10.31

小学校体育館耐震補強事業（工事）
鶴ヶ島市立長久保小学校体育館耐震補強及び防水等
改修工事

競争 H24.5.25 東洋建設（株） 49,466,550 49,466,550
繰越明許
H24.5.25～H24.10.31

中学校体育館耐震補強事業（設計） 中学校体育館耐震補強工事設計業務 入札 H24.5.25 （株）新日本設計 5,460,000 5,460,000

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

競争 H24.5.25 三光建設（株） 47,250,000 47,250,000
繰越明許
H24.5.25～H24.10.31

学校給食運営事業 第一学校給食センター油配管緊急修繕 随契 H24.6.14 川重冷熱工業（株）北関東支店 1,680,000 1,680,000

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
排水施設整備工事（都３・５・３９号線）　若葉駅西口地
区

入札 H24.6.20 （有）髙木組 2,520,000 2,520,000

水土里のふるさと推進事業 ふるさと水辺整備測量業務 入札 H24.6.20 測技テラノ（株） 4,861,500 761,460 5,622,960

災害対策事業 鶴ヶ島第二小学校防災井戸さく井工事 入札 H24.7.19 東邦地水（株）関東支社 4,818,450 4,818,450

土地区画整理事業 道路築造工事（区第６－５１号線）　一本松地区 入札 H24.7.19 （有）宮本土木 4,809,000 4,809,000

土地区画整理事業 下水道工事（区第６－１０８号線外１路線）　一本松地区 入札 H24.7.19 （有）常勝開発 3,507,000 3,507,000

地域防犯推進事業 防犯灯設置工事 随契 H24.8.1 鶴ヶ島市防犯灯電気工事協力会 単価契約 執行予定額1,173,270

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道２２９号線 入札 H24.8.9 （株）大新 13,471,500 13,471,500

土地区画整理事業
道路築造工事（区第６－１６号線外１路線）　一本松地
区

入札 H24.8.9 （株）三幸 8,137,500 8,137,500

土地区画整理事業
下水道工事（区第６－２１号線外２路線）　若葉駅西口
地区

入札 H24.8.9 （有）髙木組 2,362,500 2,362,500

土地区画整理事業
下水道工事（都３・４・７号線外１路線）　若葉駅西口地
区

入札 H24.8.9 （株）ミネギシ 4,515,000 4,515,000

交通安全設備整備事業 区画線設置工事　大字脚折外６地内 随契 H24.8.23 （株）アンゼン 1,050,000 1,050,000

市道758号線（共栄一本松線）整備事業 道路改築工事　市道１６７号線 入札 H24.9.14 （株）三幸 25,357,500 △ 509,250 24,848,250

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道６号線外１ 入札 H24.9.14 （有）宮本土木 6,405,000 6,405,000

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道６８４号線外１ 入札 H24.9.14 （有）常勝開発 14,259,000 14,259,000

土地区画整理事業 道路築造工事（区第９－１号線）　若葉駅西口地区 入札 H24.9.14 （株）ミネギシ 2,625,000 2,625,000

市道758号線（共栄一本松線）整備事業 道路築造工事　市道７５８号線（１工区） 競争 H24.10.3 三ツ和総合建設業（同）埼玉西部営業所 72,450,000 391,650 72,841,650

　



（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

市道758号線（共栄一本松線）整備事業 道路築造工事　市道７５８号線（２工区） 競争 H24.10.3 （株）田中工業坂戸営業所 64,050,000 883,050 64,933,050

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 H24.10.24 日本測地設計（株）埼玉支店 2,625,000 2,625,000

土地区画整理事業 道路築造工事（都３・５・３９号線）　若葉駅西口地区 入札 H24.10.24 （株）大新 31,185,000 500,850 31,685,850

土地区画整理事業
道路築造工事（都３・４・７号線外２路線）（１工区）　若葉
駅西口地区

入札 H24.10.24 （株）ミネギシ 34,177,500 578,550 34,756,050

土地区画整理事業
道路築造工事（都３・４・７号線外２路線）（２工区）　若葉
駅西口地区

入札 H24.10.24 築地工業（株）西入間支店 32,550,000 961,800 33,511,800

土地区画整理事業 排水施設設置工事　一本松地区 入札 H24.10.24 （有）常勝開発 23,310,000 23,310,000

土地区画整理事業 柵渠撤去工事　一本松地区 入札 H24.10.24 （株）大久保組 2,341,500 2,341,500

中学校施設管理事業 鶴ヶ島中学校外２校バスケットボールコートライン修繕 随契 H24.11.22 三和体育製販（株） 1,071,000 1,071,000

土地区画整理事業 建物物件調査業務Ｂ　一本松地区 入札 H24.11.22 司測量設計調査（株） 鶴ヶ島支店 2,037,000 2,037,000

土地区画整理事業 建物物件調査業務Ｂ　若葉駅西口地区 入札 H24.11.22 （株）セントラル測量鶴ヶ島営業所 2,688,000 2,688,000

土地区画整理事業 下水道外工事（共栄一本松線）　一本松地区 入札 H24.11.22 （株）三幸 3,286,500 3,286,500

土地区画整理事業
道路築造外工事（区第６－１７号線外１路線）　一本松
地区

入札 H24.11.22 （有）髙木組 6,300,000 6,300,000

土地区画整理事業 残土撤去工事　若葉駅西口地区 入札 H24.11.22 （株）東興業鶴ヶ島営業所 8,925,000 8,925,000

道水路維持修繕事業 道路改築工事　市道１３９号線 入札 H24.12.21 （有）宮本土木 4,231,500 4,231,500

道路交通環境安全対策事業 自転車通行帯整備工事　市道７５０号線 入札 H24.12.21 双葉工業（株） 12,747,000 12,747,000

土地区画整理事業 下水道工事（区第６－９４号線）　一本松地区 入札 H24.12.21 （有）髙木組 4,252,500 4,252,500

　



（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

契約
方法

契約日 契　約　業　者　名

土地区画整理事業 下水道管渠及び道路詳細設計業務　一本松地区 随契 H25.1.9 （株）シーエスエンジニアズ 4,305,000 4,305,000

小学校施設管理事業／中学校施設管理事
業

小中学校消防設備修繕 入札 H25.1.24 （株）カナイ消防機材 3,118,500 3,118,500

土地区画整理事業 道路築造工事（区第６－１８号線）　若葉駅西口地区 入札 H25.1.24 （株）三幸 3,496,500 3,496,500

小学校施設管理事業 鶴ヶ島第一、杉下小学校遊具等修繕 随契 H25.2.7 （株）武甲運動具製作所 1,006,950 1,006,950

小学校施設管理事業 鶴ヶ島第一小学校給食用リフト修繕 随契 H25.3.13 クマリフト（株）北関東営業所 1,134,903 1,134,903

小学校施設管理事業 新町小学校冷温水発生機ポンプ修繕 随契 H25.3.14 （株）深井設備工事 1,039,500 1,039,500

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 H25.3.18 日本フイルコン（株）埼玉営業所 1,239,315 1,239,315

　


