
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 変更金額 合計金額

道路交通環境安全対策事業 道路照明灯修繕 随契 H27.4.1 （有）関口電設工事 単価契約 執行予定額 1,493,553

防犯灯維持管理事業 防犯灯設置工事 随契 H27.4.1 鶴ヶ島市防犯灯電気工事協力会 単価契約 執行予定額 1,041,660

防犯灯維持管理事業 防犯灯修繕 随契 H27.4.1 鶴ヶ島市防犯灯電気工事協力会 単価契約 執行予定額 2,806,120

道路交通環境安全対策事業 道路反射鏡新設・修繕工事 随契 H27.4.20 坂戸防災（株） 単価契約 執行予定額 3,115,800

市民スポーツ施設管理事業 鶴ヶ島市民テニス場修繕 入札 H27.4.30 スポーツ施設（株） 1,998,000 1,998,000

小学校施設管理事業 鶴ヶ島市立鶴ヶ島第二小学校南校舎トイレ修繕 入札 H27.4.30 （有）宮本建設 1,512,000 1,512,000

中学校施設管理事業
鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校及び富士見中学校高架水槽
用揚水ポンプ交換修繕

入札 H27.4.30 （株）木村設備工業 2,069,820 2,069,820

小学校運営事業／中学校運営事業 小・中学校職員室電源等改修調査設計業務 入札 H27.5.22 （株）平安設計埼玉支店 4,201,200 4,201,200

道水路整備事業 路線測量業務　市道７－２号線 入札 H27.5.22 測技テラノ（株） 3,294,000 3,294,000

保健センター運営事業 保健センター空調更新工事設計業務 入札 H27.5.22 （株）第一建築設計事務所 1,425,600 1,425,600

公立保育所運営事業 鶴ヶ島保育所空調機器更新工事（AC2系統) 入札 H27.6.19 藤田テクノ（株）埼玉支店 2,808,000 2,808,000

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

入札 H27.6.19 （有）関口電設工事 35,456,400 35,456,400

小学校体育館非構造部材耐震化事業（工
事）

鶴ヶ島市立鶴ヶ島第一小学校体育館非構造部材耐震
化工事

入札 H27.6.19 東洋建設（株） 11,802,024 11,802,024

小学校体育館非構造部材耐震化事業（工
事）

鶴ヶ島市立藤小学校体育館非構造部材耐震化工事 入札 H27.6.19 川木建設（株） 12,862,800 12,862,800

小学校体育館非構造部材耐震化事業（工
事）

鶴ヶ島市立南小学校体育館非構造部材耐震化工事 入札 H27.6.19 （株）シオノ工業 17,701,200 17,701,200

小学校体育館非構造部材耐震化事業（工
事）／中学校体育館非構造部材耐震化事
業（工事）

鶴ヶ島市立鶴ヶ島第一小学校外４校体育館非構造部
材耐震化工事監理業務

随契 H27.6.19 （株）見沢工務所 2,700,000 2,700,000

中学校体育館非構造部材耐震化事業（工
事）

鶴ヶ島市立西中学校体育館非構造部材耐震化工事 入札 H27.6.19 （株）三幸 18,554,400 18,554,400

中学校体育館非構造部材耐震化事業（工
事）

鶴ヶ島市立南中学校体育館非構造部材耐震化工事 入札 H27.6.19 岩堀建設工業（株） 16,684,920 16,684,920

土地区画整理事業 下水道・道路設計業務（一本松地区） 随契 H27.6.25 （株）シーエスエンジニアズ 6,804,000 6,804,000

土地区画整理事業 道路設計業務（若葉駅西口地区） 随契 H27.6.25 （株）シーエスエンジニアズ 3,024,000 3,024,000

道水路維持修繕事業 富士見アンダーポンプ配管修繕工事 随契 H27.7.13 アイム機械（株） 1,274,400 1,274,400

小学校施設管理事業／中学校施設管理事
業

鶴ヶ島市立鶴ヶ島第一小学校外１２校消防設備修繕 入札 H27.7.22 大室防災（株） 4,708,800 4,708,800

庁舎窓口環境改善事業（工事） 庁舎窓口環境改善工事 随契 H27.7.28 三光建設（株） 126,144,000 126,144,000

庁舎窓口環境改善事業（工事） 庁舎窓口環境改善工事監理業務 随契 H27.7.28 （株）山下設計 3,834,000 3,834,000

小学校施設管理事業 鶴ヶ島市立長久保小学校空調機器緊急修繕 随契 H27.8.6 （株）木村設備工業 1,166,400 1,166,400

北市民センター運営事業 北市民センター１階男女トイレ改修工事 随契 H27.8.10 （有）町田設備 1,080,000 1,080,000

一本松地区地区計画住環境整備事業 道路詳細設計業務 入札 H27.8.11 （株）シーエスエンジニアズ 11,556,000 11,556,000

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道２－２号線 入札 H27.8.11 （株）大新 8,424,000 8,424,000

土地区画整理事業 歩道整備工事（一本松駅南口通り線）　一本松地区 入札 H27.9.15 （有）宮本土木 4,838,400 4,838,400

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 H27.9.18 アイム機械（株） 1,069,200 1,069,200

一本松地区地区計画住環境整備事業 道路改築工事　市道８９－１号線外２路線 入札 H27.10.23 （有）高木組 15,768,000 15,768,000

一本松地区地区計画住環境整備事業 道路改築工事　市道１０３５号線外１路線 入札 H27.10.23 （有）高木組 5,670,000 5,670,000

学童保育室運営規模適正化対策事業（杉
下小学校区）

杉下小学校区学童保育室旧若葉駅西口土地区画整理
事務所改修工事

入札 H27.10.23 （有）柳川工務店 5,713,200 5,713,200

上広谷第１地区地区計画住環境整備事業 道路改築工事　市道１３２９号線外１ 入札 H27.10.23 （株）三幸 14,040,000 14,040,000

公園管理事業 富士見台児童公園遊具交換修繕 入札 H27.10.23 （株）大新 3,726,000 3,726,000

地域でスクラム健康運動事業 近隣公園健康遊具設置工事 入札 H27.10.23 （株）ミネギシ 13,068,000 13,068,000
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道水路整備事業 道路実施設計業務　市道７－２号線 入札 H27.10.23 測技テラノ（株） 6,804,000 6,804,000

土地区画整理事業 道路築造工事（区第６－８２号線外３路線）一本松地区 入札 H27.10.23 （株）東洋土木 17,258,400 17,258,400

土地区画整理事業
道路築造・下水道工事（区第４－３７号線外３路線）一本
松地区

入札 H27.10.23 （株）大新 17,550,000 17,550,000

土地区画整理事業
道路築造工事（区第９－１号線外２路線）若葉駅西口地
区

入札 H27.10.23 （株）ミネギシ 17,388,000 17,388,000

土地区画整理事業 下水道工事（区第６－７７号線外１路線）一本松地区 入札 H27.10.23 （有）常勝開発 6,966,000 6,966,000

農業大学校用地活用事業
用地測量・物件調査業務　運動公園第二期第一次整
備

入札 H27.10.23 （株）セントラル測量鶴ヶ島営業所 13,392,000 13,392,000

保健センター運営事業 保健センター空調更新工事 入札 H27.10.23 （株）協同エンジニアリング 27,660,960 27,660,960

保健センター運営事業 保健センター空調更新工事監理業務 随契 H27.10.23 （株）第一建築設計事務所 1,188,000 1,188,000

図書館運営事業 鶴ヶ島市立中央図書館中央監視システム交換工事 随契 H27.11.12 ジョンソンコントロールズ（株）北関東支店 10,800,000 10,800,000

一本松地区地区計画住環境整備事業 道路改築工事　市道９１号線外４路線 入札 H27.11.25 （有）常勝開発 23,274,000 23,274,000

一本松地区地区計画住環境整備事業 道路改築工事　市道８８号線外４路線 入札 H27.11.25 （株）三幸 19,332,000 19,332,000

公立保育所運営事業 旧鶴ヶ島市立富士見保育所解体撤去工事 入札 H27.11.25 岩堀建設工業（株） 21,276,000 21,276,000

庁舎維持管理事業 庁舎防煙垂れ壁等設備修繕 随契 H27.11.25
小俣シャッター工業（株）さいたま営業
所

2,764,800 2,764,800

道路交通安全施設整備事業 道路街路灯設置工事 入札 H27.11.25 （有）三井電工社 5,587,920 5,587,920

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道１４７号線 入札 H27.11.25 （株）東洋土木 14,558,400 14,558,400

土地区画整理事業
道路築造工事（区第６－２３号線外２路線） 若葉駅西口
地区

入札 H27.11.25 （有）宮本土木 11,124,000 11,124,000

学校図書館資料ネットワーク化推進事業
鶴ヶ島市立鶴ヶ島第一小学校外１２校　学校図書館用
ＬＡＮケーブル敷設工事

入札 H27.12.14 共和エンジニアリング（株） 4,752,000 4,752,000

（地方創生）中央図書館交流拠点創出事業 中央図書館ＩＣＴコーナー改修工事 入札 H27.12.14 近藤建設（株）川越営業所 7,279,200 7,279,200
繰越明許
H27.12.14～H28.3.18

道水路整備事業 歩道修繕工事　市道９－２号線 入札 H27.12.14 （株）ミネギシ 2,916,000 2,916,000

土地区画整理事業
舗装新設工事（区第６－１１号線外４路線）若葉駅西口
地区

入札 H27.12.14 （有）宮本土木 6,210,000 6,210,000

土地区画整理事業
一本松駅南口駅前広場及び南口通り線（中間部）
詳細設計業務（一本松地区）

随契 H27.12.22 昭和（株）埼玉支社 4,212,000 4,212,000

土地区画整理事業 事業計画書変更等業務（一本松地区） 随契 H27.12.22 昭和（株）埼玉支社 6,588,000 6,588,000

北市民センター運営事業 北市民センター空調更新工事 入札 H28.1.21 （株）林電機産業鶴ヶ島営業所 9,936,000 9,936,000

小学校施設管理事業／中学校施設管理事
業

小・中学校体育館照明電球交換修繕 入札 H28.1.21 （株）林電機産業鶴ヶ島営業所 1,382,400 1,382,400

道路舗装修繕事業 舗装修繕工事　市道９５２号線 入札 H28.1.21 （株）ミネギシ 4,104,000 4,104,000

図書館運営事業 鶴ヶ島市立中央図書館玄関ポーチ屋根防水修繕 入札 H28.1.21 （株）長谷川工務所 1,296,000 1,296,000

土地区画整理事業 建物物件調査業務Ａ　一本松地区 入札 H28.1.21 日本測地設計（株）埼玉支店 3,013,200 3,013,200

農業大学校用地活用事業 物件調査業務　運動公園第二期第一次整備 随契 H28.1.29 （株）セントラル測量鶴ヶ島営業所 1,836,000 1,836,000

行政システム管理事業 サーバー室空調機更新工事 随契 H28.2.3 （株）鶴ヶ島電気 1,242,000 1,242,000

小学校施設管理事業／中学校施設管理事
業

藤小学校及び富士見中学校プールろ過装置交換修繕 入札 H28.2.16 （株）深井設備工事 11,232,000 11,232,000 繰越明許
H28.2.16～H28.6.6

道水路維持修繕事業 若葉ふれあい広場トイレ屋根修繕 入札 H28.2.16 （株）丸勝 1,279,800 1,279,800


