
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　

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 H26.4.14

交通安全設備整備事業 道路反射鏡新設・修繕工事 随契 H26.4.15

土地区画整理事業 管渠・道路詳細設計業務　若葉駅西口地区 随契 H26.4.25

土地区画整理事業 防火水槽撤去工事　若葉駅西口地区 随契 H26.5.9

小学校体育館非構造部耐震化推進事業
（調査）／中学校体育館非構造部耐震化推
進事業（調査）

鶴ヶ島市立小・中学校体育館非構造部材耐震化調査
業務

入札 H26.5.22

富士見保育所改築事業（工事）
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

競争 H26.5.30

富士見保育所改築事業（工事）
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監理業務

随契 H26.5.30

中学校施設管理事業
鶴ヶ島市立藤中学校及び西中学校合併処理浄化槽修
繕

随契 H26.6.11

五味ヶ谷地区地区計画住環境整備事業 道路改築工事　五味ヶ谷地区　地区施設道路 入札 H26.6.23

小学校施設管理事業 鶴ヶ島市立長久保小学校非常放送設備交換修繕 入札 H26.6.23

中学校校舎屋上防水等改修事業（工事） 鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校校舎屋上防水等改修工事 競争 H26.6.23

中学校校舎屋上防水等改修事業（工事） 鶴ヶ島市立藤中学校校舎屋上防水等改修工事 競争 H26.6.23

土地区画整理事業
道路築造工事（区第６－８０号線外２路線）　一本松地
区

入札 H26.6.23

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 H26.6.23

中学校校舎屋上防水等改修事業（工事） 中学校校舎屋上防水等改修工事監理業務 随契 H26.6.30

女性センターホール改修事業 女性センターホール空調設備改修工事 入札 H26.7.18

事　　　業　　　名 件　　　　　　　名
契約
方法

契約日



   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

(株)シーエスエンジニアズ 3,240,000 3,240,000

(株)アンゼン 単価契約 執行予定額 3,115,800

(株)シーエスエンジニアズ 1,728,000 1,728,000

(株)大新 1,274,400 1,274,400

（株）平安設計埼玉支店 1,512,000 1,512,000

（株）田中工業 379,080,000 379,080,000
繰越明許
H26.5.30～H27.3.6

（株）大誠建築設計事務所 11,124,000 11,124,000

（有）安川商事 1,190,160 1,190,160

（有）常勝開発 10,778,400 10,778,400
繰越明許
H26.6.30～H26.11.28

（有）関口電設工事 2,354,400 2,354,400

（株）本橋組 113,140,800 113,140,800
繰越明許
H26.6.30～H26.10.31

髙野建設（株）鶴ヶ島営業所 94,697,100 3,810,780 98,507,880
繰越明許
H26.6.30～H26.10.31

（株）三幸 12,096,000 12,096,000

日本測地設計（株）埼玉支店 1,058,400 1,058,400

（株）大誠建築設計事務所埼玉事業所 3,564,000 3,564,000

（株）木村設備工業 26,395,200 26,395,200

備　　　　考契　約　業　者　名



事　　　業　　　名 件　　　　　　　名
契約
方法

契約日

女性センターホール改修事業 女性センターホール空調設備改修工事監理業務 随契 H26.7.18

庁舎維持管理事業 庁舎駐輪場建替工事 入札 H26.7.18

土地区画整理事業
下水道工事（区第１４－１号線外２路線）　若葉駅西口
地区

入札 H26.7.18

土地区画整理事業
一本松駅南口通り線交差点詳細設計及び施工計画作
成業務　一本松地区

随契 H26.7.31

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７１号線） 入札 H26.8.12

中学校施設管理事業 鶴ヶ島市立藤中学校職員用トイレブース等修繕 入札 H26.8.12

道水路整備事業 道路改築工事　市道１１号線 入札 H26.8.12

土地区画整理事業 下水道工事（区第６－９１号線外１路線）　一本松地区 入札 H26.8.12

富士見保育所改築事業（工事）
鶴ヶ島市立富士見保育所改築工事に伴う鶴ヶ島市立栄
小学校遊具設置工事

入札 H26.8.12

一本松地区地区計画住環境整備事業 道路詳細及び雨水管実施設計業務 入札 H26.9.19

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道６５６号線 入札 H26.9.19

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道９３３号線 入札 H26.9.19

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道７５８号線 入札 H26.9.19

土地区画整理事業
道路築造外工事（区第６－５６号線外１路線）　一本松
地区

入札 H26.9.19

農業大学校用地活用事業 路線測量業務　川越鶴ヶ島線 入札 H26.9.19

農業大学校用地活用事業 路線測量業務　鶴ヶ島南通り線 入札 H26.9.19

窓口環境改善事業 窓口環境改善設計業務 随契 H26.10.1

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８５号線） 入札 H26.10.21



（単位　　円）

契　　約　　金　　額

契約金額 変更金額 合計金額
備　　　　考契　約　業　者　名

（株）舞総合設計 1,684,800 1,684,800

（株）長谷川工務所 5,184,000 5,184,000

（株）ミネギシ 23,760,000 23,760,000

昭和（株）埼玉支社 1,836,000 1,836,000

（株）ヤマト測建鶴ヶ島支店 5,680,800 5,680,800

（株）長谷川工務所 1,404,000 1,404,000

（有）宮本土木 9,504,000 9,504,000

（株）大新 27,324,000 27,324,000

（株）田中工業坂戸営業所 4,935,600 4,935,600
繰越明許
H26.8.12～H26.11.30

（株）シーエスエンジニアズ 22,896,000 22,896,000

（有）髙木組 4,104,000 4,104,000

（株）大久保組 4,233,600 4,233,600

（株）三幸 33,804,000 33,804,000

（株）大新 5,778,000 5,778,000

測技テラノ（株） 19,386,000 19,386,000

日南技術（株） 14,731,200 14,731,200

（株）山下設計 23,220,000 23,220,000

日南技術（株） 3,639,600 3,639,600



事　　　業　　　名 件　　　　　　　名
契約
方法

契約日

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道７７号線外１ 入札 H26.10.21

土地区画整理事業
道路築造工事（区第６－７９号線外１路線）　一本松地
区

入札 H26.10.21

農業大学校用地活用事業 物件調査業務　川越鶴ヶ島線・鶴ヶ島南通り線 入札 H26.10.21

農業大学校用地活用事業 用地測量業務　運動公園区域変更 入札 H26.10.21

一本松地区地区計画住環境整備事業 物件調査積算業務（拡幅道路市道７１号線） 入札 H26.11.17

道水路維持修繕事業 富士見アンダーパス路面冠水通報装置改修工事 入札 H26.11.17

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道７５０号線 入札 H26.11.17

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道９１９号線 入札 H26.11.17

土地区画整理事業
下水道外工事（区第６－２５号線外２路線）　一本松地
区

入札 H26.11.17

土地区画整理事業
道路築造・下水道工事（区第６－２１号線外２路線）　若
葉駅西口地区

入札 H26.11.17

土地区画整理事業
道路築造工事（区第１４－１号線外４路線）　若葉駅西
口地区

入札 H26.11.17

道水路維持修繕事業 南西部調整池排水ポンプ点検修繕 随契 H26.11.25

災害対策事業
鶴ヶ島市立藤中学校再生可能エネルギー設備等設置
工事設計業務

入札 H26.12.12

市内公共交通運行事業 狩野動物病院停留所乗継待合所設置工事 入札 H26.12.12

道水路維持修繕事業 舗装修繕工事 市道１６７号線 随契 H26.12.12

道水路維持修繕事業 舗装新設工事　市道歩５４号線 入札 H26.12.12

道水路整備事業 道路改築工事　市道１３３３号線 入札 H26.12.12

道路交通安全施設整備事業 交通安全対策工事　市道６３３号線外３５ 入札 H26.12.12



（単位　　円）

契　　約　　金　　額

契約金額 変更金額 合計金額
備　　　　考契　約　業　者　名

（株）ミネギシ 6,912,000 6,912,000

（有）常勝開発 9,601,200 9,601,200

日南技術（株） 3,834,000 3,834,000

司測量設計調査（株）鶴ヶ島支店 3,704,400 3,704,400

（株）ヤマト測建鶴ヶ島支店 1,620,000 1,620,000

埼玉ニットー（株） 15,886,800 15,886,800

（株）三幸 9,936,000 9,936,000

（有）常勝開発 13,554,000 13,554,000

（有）髙木組 6,588,000 6,588,000

（有）宮本土木 7,430,400 7,430,400

（株）大新 25,596,000 25,596,000

アイム機械（株） 1,053,648 1,053,648

（株）龍設計 1,711,800 1,711,800

（有）宮本建設 3,477,600 3,477,600

（有）常勝開発 1,042,200 1,042,200

（株）大久保組 1,760,400 1,760,400

（有）髙木組 2,203,200 2,203,200

双葉工業（株） 8,580,600 8,580,600



事　　　業　　　名 件　　　　　　　名
契約
方法

契約日

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道１－２号線 入札 H26.12.12

土地区画整理事業 建物物件調査業務Ａ　一本松地区 入札 H26.12.12

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 H26.12.12

市民センター開設準備事業 市民センター看板等付け替え工事 随契 H.27.1.5

市民センター開設準備事業 市民センター道路標識付け替え工事 随契 H.27.1.5

小学校校舎屋上防水等改修事業（設計）
鶴ヶ島市立新町小学校外２校校舎屋上防水等改修工
事設計業務

入札 H27.1.22

小学校体育館非構造部材耐震化推進事業
（設計）／中学校体育館非構造部材耐震化
推進事業（設計）

鶴ヶ島市立鶴ヶ島第一小学校外４校体育館非構造部
材耐震化工事設計業務

入札 H27.1.22

土地区画整理事業
排水施設整備工事（区第６－１２号線）　若葉駅西口地
区

随契 H27.2.16

小学校施設管理事業
鶴ヶ島市立栄小学校プールろ過装置ポンプモーター等
交換修繕

入札 H27.2.17

小学校施設管理事業
鶴ヶ島市立長久保小学校プールろ過装置及び付帯設
備交換修繕

入札 H27.2.17



（単位　　円）

契　　約　　金　　額

契約金額 変更金額 合計金額
備　　　　考契　約　業　者　名

（株）ミネギシ 12,960,000 12,960,000

西武測量設計（株）鶴ヶ島支店 1,512,000 1,512,000

司測量設計調査（株）鶴ヶ島支店 1,879,200 1,879,200

（有）タマルヤ看板塗装店 2,359,800 2,359,800

（株）アンゼン 1,188,000 1,188,000

（株）見沢工務所 7,441,200 7,441,200
繰越明許
H27.1.22～H27.4.30

（株）見沢工務所 6,588,000 6,588,000
繰越明許
H27.1.22～H27.4.30

（株）大新 1,177,200 1,177,200

（株）木村設備工業 1,069,200 1,069,200
繰越明許
H27.2.17～H27.6.30

（株）木村設備工業 5,702,400 5,702,400
繰越明許
H27.2.17～H27.6.30


