
担当課 工事名 契約の相手方 予定価格

1 建設環境課 仲井水路改修工事(２工区) 正木土木 3,660,000

2 教育総務課 都幾川中学校屋上防水改修工事 松坂屋建材㈱ 3,800,000

3 水道課 和田受水場機械電気設備更新工事 ㈱ヤマト　埼玉支店 61,000,000

4 建設環境課 町道1-1号線舗装修繕工事（玉川地内） ㈱大舘建設 9,988,000

5 水道課 平成30年度老朽管更新工事（玉川地内） ㈱根岸土木工業 16,480,000

6 建設環境課 町道2-35号線舗装修繕工事（大野地内） ㈱吉田工業 5,222,000

7 水道課 平成30年度石綿セメント管更新工事（小倉工区） ㈱根岸土木工業 24,850,000

8 水道課 平成30年度老朽管更新工事（五明地内） ㈲厚目設備 10,630,000

9 水道課 平成30年度老朽管更新工事（番匠地内） ㈱小杉組 13,580,000

10 建設環境課 町道都1546号線舗装新設工事(西平地内） ㈱吉田工業 2,715,000

11 建設環境課 町道1-3号線舗装修繕工事（玉川地内） ㈱大舘建設 6,003,000

12 建設環境課 町道都1192号線道路改良工事（別所地内）
㈲石川工務店　ときが
わ営業所

6,830,000

13 産業観光課 農産物加工施設整備工事 ㈲中島材木店 16,670,000

14 総務課 田黒集会所敷地造成工事 ㈱星野建設工業 20,370,000

15 建設環境課 町道都1002号線道路改良工事（瀬戸元上地内） ㈱吉田工業 17,830,000

16 建設環境課 橋梁修繕工事（和田橋） ㈱吉田工業 30,140,000

17 建設環境課 町道2-29号線道路改良工事（雲河原地内） ㈱吉田工業 4,940,000

18 建設環境課 橋梁修繕工事（舟の沢橋） ㈱吉田工業 13,170,000

19 産業観光課 建具の里看板改修工事 ㈲山﨑工務店 3,500,000

20 産業観光課 都幾川四季彩館給湯設備修繕工事 ㈱環境サービス 2,600,000

☆平成３０年度　予定価格２５０万円を超える工事

X0A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

工事概要
柵渠工L=25.5ｍ
ボックスカルバート工L=6.0ｍ
集水桝工N=1.0基

柵渠工 L=25.5m
U型カルバート工 L=6.0m
集水桝工 N=1.0基

・ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工をU型ｶﾙﾊﾞｰﾄ工に変更する。
・概数の確定により変更する。(集水桝工・雑工・仮設
工)

履行期間
平成３０年　４月２５日から
平成３０年　８月３１日まで

平成３０年　４月２５日から
平成３０年　８月３１日まで

契約金額 3,780,000円 4,749,840円

工事の名称 工事の場所 工事の種別

仲井水路改修工事(２工区) 　土木工事業ときがわ町大字 玉川地内

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

1 正木土木 ときがわ町大字番匠660番地1
平成３０年　４月２５日
平成３０年　７月３１日変更 3,660,000円

X1A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

2 松坂屋建材㈱ 埼玉県熊谷市広瀬165番地
平成３０年  ５月２４日
平成　　年　　月　　日変更 3,800,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

都幾川中学校屋上防水改修工事 ときがわ町大字 桃木地内 　防水工事業

工事概要 都幾川中学校校舎屋上防水改修工事　一式

履行期間
平成３０年  ５月２４日から
平成３０年  ７月３１日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 4,050,000円

教育総務課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X2A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

3 ㈱ヤマト　埼玉
支店

ときがわ町大字番匠660番地1
平成３０年　７月　２日
平成３１年　２月２０日変更 61,000,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

和田受水場機械電気設備更新工事 ときがわ町大字 玉川地内 　水道施設工事業

工事概要

機械設備工事：送水ポンプ２台更新（１台撤去）、送水ポンプ吐出弁１台更新
　　　　　　　　　　（１台再利用、１台撤去）、他
電気設備工事：引込開閉器盤１面（高圧盤撤去）、電源切替盤１面、送水ポンプ盤２面
　　　　　　　　　　（１台撤去）、補機盤１面設置、他

機械設備工事：送水ポンプ２台更新（１台撤去）、送水ポンプ吐出弁１台更新
　　　　　　　　　　（１台再利用、１台撤去）、他
電気設備工事：引込開閉器盤１面（高圧盤撤去）、電源切替盤１面、送水ポンプ盤２面
　　　　　　　　　　（１台撤去）、補機盤１面設置、他
雑工　　　　：管理棟補修工
　　　　　  　　残土処分工
　　　　　　　  設備接続調整工

雑工　　　　　　：工事追加増
電気設備工事：土工費減、使用部品変更減

履行期間
平成３０年　７月　２日から
平成３１年　２月２８日まで

平成３０年　７月　２日から
平成３１年　３月１１日まで

契約金額 57,024,000円 57,354,480円

水道課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 一般競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X3A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

4 ㈱大舘建設 ときがわ町大字玉川2753番地2
平成３０年　６月２７日
平成３０年　８月１７日変更 9,988,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道1-1号線舗装修繕工事（玉川地内） ときがわ町大字 玉川地内 　ほ装工事業

工事概要

延長　300.0ｍ　　幅員　5.42ｍ～8.85ｍ
路面切削679.8㎡　路肩切削294.0ｍ　As廃材処分39.9㎥
路盤工　不陸整正679.8㎡
舗装工　表層工679.8㎡　オーバーレイ工1788.6㎡
安全施設工　実線600.0ｍ　破線41.0ｍ

延長　300.0ｍ　　幅員　5.30ｍ～8.85ｍ
路面切削856.6㎡　路肩切削294.0ｍ　As廃材処分48.7㎥
路盤工　不陸整正856.6㎡
舗装工　表層工856.6㎡　オーバーレイ工1776.9㎡
安全施設工　実線605.0ｍ　破線82.0ｍ

概数の確定による変更（撤去工・舗装工）

履行期間
平成３０年　６月２７日から
平成３０年　９月２８日まで

平成３０年　６月２７日から
平成３０年１０月１２日まで

契約金額 10,152,000円 11,133,720円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X4A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

5 ㈱根岸土木工
業

比企郡鳩山町大字小用1231番地
1

平成３０年　６月２８日
平成３１年　２月２１日変更 16,480,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

平成30年度老朽管更新工事（玉川地内） ときがわ町大字 玉川地内 　土木工事業

工事概要

配水管布設工　HPPEφ100㎜　L=172.0ｍ
　　　　　　　　HPPEφ75㎜　 L=113.1ｍ
　　　　　　　　HIVPφ100㎜　L=2.0ｍ
　　　　　　　　HIVPφ75㎜　 L=2.0ｍ
給水装置設置工　HIVPφ30㎜～φ13㎜　L=93.9ｍ
消火栓（設置替）　１基

配水管布設工　HPPEφ100㎜　L=158.0ｍ
　　　　　　　　HPPEφ75㎜　 L=116.2ｍ
　　　　　　　　HIVPφ100㎜　L=0.8ｍ
　　　　　　　　HIVPφ75㎜　 L=1.6ｍ
給水装置設置工　HIVPφ30㎜～φ13㎜　L=255.0ｍ
消火栓（設置替）　１基

給水装置設置工：延長増

履行期間
平成３０年　６月２８日から
平成３１年　２月２８日まで

平成３０年　６月２８日から
平成３１年　３月２２日まで

契約金額 15,530,400円 19,195,920円

水道課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X5A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

6 ㈱吉田工業 ときがわ町大字西平698番地
平成３０年　７月２５日
平成３０年　９月２５日変更 5,222,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道2-35号線舗装修繕工事（大野地内） ときがわ町大字 大野地内 　ほ装工事業

工事概要

延長L=360.0m　幅員L=3.00m～4.40m
As舗装版切断工L=22.8m　As舗装版破砕工A=46.8m3
不陸整正A=46.8m2
表層工A=46.8m2　オーバーレイ工A=1404.1m2
実線L=720.0m

延長L=360.6m　幅員L=3.00m～4.90m
As舗装版切断工L=64.2m　As舗装版破砕工A=185.2m3
不陸整正A=185.2m2
表層工A=185.2m2　オーバーレイ工A=1193.9m2
実線L=746.0m

概数の確定による変更（路盤工・舗装工・雑工）

履行期間
平成３０年　７月２５日から
平成３０年１０月３１日まで

平成３０年　７月２５日から
平成３０年１０月３１日まで

契約金額 5,508,000円 7,131,240円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X6A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

7 ㈱根岸土木工
業

比企郡鳩山町大字小用1231番地
1

平成３０年　７月３０日
平成３１年　２月２５日変更 24,850,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

平成30年度石綿セメント管更新工事（小
倉工区）

ときがわ町大字 田黒地内 　土木工事業

工事概要

配水管布設工　　　　HPPEφ75mm            L=254.1m
    　　　　　　　　　　    消火栓　　　　　　　　    1基
給水装置設置工　　 HIVPφ30～13mm　 　L=399.3m
　　　　　　　　　　　　 　給水件数　8件

配水管布設工　　　　HPPEφ75mm            L=248.3m
    　　　　　　　　　　    消火栓　　　　　　　　    1基
給水装置設置工　　 HIVPφ30～13mm　 　L=368.65m
　　　　　　　　　　　　 　給水件数　8件

配水管布設工：延長減
給水装置設置工：延長減

履行期間
平成３０年　７月３０日から
平成３１年　２月２８日まで

平成３０年　７月３０日から
平成３１年　２月２８日まで

契約金額 23,004,000円 21,374,280円

水道課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X7A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

8 ㈲厚目設備
入間郡毛呂山町大字前久保411
番地

平成３０年　７月３０日
平成３１年　２月１５日変更 10,630,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

平成30年度老朽管更新工事（五明地内） ときがわ町大字 五明地内 　土木工事業

工事概要

配水管布設工　　HPPEφ100mm L=73.5m
                 　　　　HPPEφ　75mm L=12.0m
給水装置設置工　HPPEφ 75mm、HIVPφ30mm～φ13mm
L=45.7m
既設管撤去　　　 VPφ75mm       L=50.0m

配水管布設工　HPPEφ100mm L=72.8m
                 　　　HPPEφ　75mm L=9.5m
給水装置設置工　HPPEφ 75mm、HIVPφ30mm～φ13mm
L=123.5m
既設管撤去　　 VPφ75mm       L=40.5m

給水装置設置工：延長増
運搬費：追加増

履行期間
平成３０年　７月３０日から
平成３１年　２月２８日まで

平成３０年　７月３０日から
平成３１年　２月２８日まで

契約金額 10,350,720円 10,973,880円

水道課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X8A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

9 ㈱小杉組
比企郡吉見町大字北下砂750番
地

平成３０年　８月２３日
平成３１年　２月２１日変更 13,580,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

平成30年度老朽管更新工事（番匠地内） ときがわ町大字 番匠地内 　土木工事業

工事概要

配水管布設工　　　HPPEφ100mm      L=220.7m
                      　　HPPEφ 50mm      L=  16.3m
                       　 消火栓　　　　　 　　1基
給水装置設置工　 HIVPφ30～13mm  L=203.1m
                          給水件数　　　　　　 26件

配水管布設工　　　HPPEφ100mm      L=217.6m
                      　　HPPEφ 50mm      L=  15.1m
                       　 消火栓　　　　　 　　1基
給水装置設置工　 HIVPφ30～13mm  L=213.9m
                          給水件数　　　　　　 26件

給水装置設置工：延長増
雑工：交通誘導員人数増

履行期間
平成３０年　８月２３日から
平成３１年　２月２８日まで

平成３０年　８月２３日から
平成３１年　２月２８日まで

契約金額 12,611,160円 13,538,880円

水道課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X9A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

10 ㈱吉田工業 ときがわ町大字西平698番地
平成３０年　８月２２日
平成３０年１１月　９日変更 2,715,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道都1546号線舗装新設工事(西平地
内）

ときがわ町大字 西平地内 　ほ装工事業

工事概要

延長=89.7m　幅員=3.00～8.90ｍ
土工=19.1m3
舗装工=425.0m2
路肩盛土工=21.6m3

延長=92.3m　幅員=3.25～7.00ｍ
土工=75.5m3
舗装工=445.3m2
路肩盛土工=22.8m3

・概数の確定により変更する。（土工・舗装工）
・現場精査の結果、掘削・残土処理の土量が増加と
なった。

履行期間
平成３０年　８月２２日から
平成３０年１１月３０日まで

平成３０年　８月２２日から
平成３０年１１月３０日まで

契約金額 2,808,000円 3,619,080円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X10A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

11 ㈱大舘建設 ときがわ町大字玉川2753番地2
平成３０年　８月２２日
平成３０年１０月１６日変更 6,003,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道1-3号線舗装修繕工事（玉川地内） ときがわ町大字 玉川地内 　ほ装工事業

工事概要

延長L=238.9m　幅員L=5.54m～10.60m
路面切削A=16.6㎡　路肩切削A=235.5㎡　As舗装版破砕工A=76.6㎡
不陸整正A=76.6㎡
表層工A=76.6㎡　オーバーレイ工A=1414.5㎡
実線L=69.4m　破線L=107.2m
交通誘導警備員B10人

延長L=241.0m
幅員L=5.53m～10.60m
路面切削A=16.7㎡　路肩切削A=224.0㎡　As舗装版破砕工A=30.7㎡
不陸整正A=30.7㎡
基層工A=126.6㎡　オーバーレイ工A=1421.3㎡
実線L=78.5m　破線L=107.2m
交通誘導警備員B8人
雑工一式

概数の確定、工種の変更により変更する。（基層工、雑
工）

履行期間
平成３０年　８月２２日から
平成３０年１１月３０日まで

平成３０年　８月２２日から
平成３０年１１月３０日まで

契約金額 5,994,000円 6,470,280円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X11A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

12 ㈲石川工務店
ときがわ営業所

ときがわ町大字西平1024番地5
平成３０年　８月２２日
平成３１年　２月　８日変更 6,830,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道都1192号線道路改良工事（別所地
内）

ときがわ町大字 別所地内 　土木工事業

工事概要

延長Ｌ＝29.7ｍ
間知ブロックＡ＝74.55㎡
胴込・裏込コンクリートＶ＝26.70㎥
裏込砕石Ｖ＝15.35㎥
吸出防止材Ａ＝2.25㎡
土台・天端工Ｌ＝29.78ｍ

延長Ｌ＝29.7ｍ
間知ブロックＡ＝76.74㎡
胴込・裏込コンクリートＶ＝27.17㎥
裏込砕石Ｖ＝16.22㎥
吸出防止材Ａ＝2.25㎡
土台・天端工Ｌ＝28.91ｍ

【工期延長理由】
・用地協力者の要望により、水路の形状変更を行いU
字溝の布設工事を追加。
・用地協力者の要望により、進入路の形状及び幅員に
ついて変更が生じた
　ためその調整に日数を要す。
　上記追加工事等の他にも、水路敷の支障木伐採など
の追加工事が発生し不足の日数を要するため、工期を
延長するものです。

【変更理由】
・概数の確定により変更する。
（道路土工、擁壁工、舗装工、防護柵工、撤去工、雑

）

履行期間
平成３０年　８月２２日から
平成３１年　１月３１日まで

平成３０年　８月２２日から
平成３１年　２月２８日まで

契約金額 7,182,000円 7,275,960円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X12A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

13 ㈲中島材木店 ときがわ町西平684番地2
平成３０年　８月２２日
平成３０年１２月１７日変更 16,670,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

農産物加工施設整備工事 ときがわ町大字 西平地内 　建築工事業

工事概要 農産物加工施設整備工事　一式

・EF-1送風機のメンテナンススペース及び、ドレン配管の水
勾配の確保、新設ダクトを天井内に収めるため、天井高を
3000mmから750mmに変更することに伴う既設吊天井の撤去
及び再設置を追加する。
・天井裏既設給排水管について、新設ダクトと干渉するため２
F湯沸し室給排水管盛替えを追加する。
・新規電気BOX設置について、設置箇所の壁面強度が不足
し、操作盤の重量を支持できないため、新規電気BOX架台を
追加する。
・機械警備警報機について、取外し・再設置を追加する。
・設備の増設により、既設電気メーターの変更が必要となった
ため、低圧受電設備工を追加する。

履行期間
平成３０年　８月２２日から
平成３０年１２月２１日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 17,280,000円 17,550,000円

産業観光課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X13A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

14 ㈱星野建設工
業

ときがわ町大字田黒238
平成３０年　９月２６日
平成３１年　３月　１日変更 20,370,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

田黒集会所敷地造成工事 ときがわ町大字 田黒地内 　土木工事業

工事概要

敷地面積1949.97㎡
土工事：切土538㎥、盛土整地517㎥
間地ブロック工事：間地ブロック積130㎡
外構工事：フェンス工事139.8ｍ
防火水槽工事：新設防火水槽40ｍ3、防火水槽撤去一式

敷地面積1949.97㎡
土工事：切土699.23㎥、盛土整地619.27㎥
間地ブロック工事：間地ブロック積127.03㎡
外構工事：フェンス工事134.65ｍ
防火水槽工事：新設防火水槽40ｍ3、防火水槽撤去一式

履行期間
平成３０年　９月２６日から
平成３１年　３月　８日まで

平成３０年　９月２６日から
平成３１年　３月２９日まで

契約金額 21,006,000円 21,498,480円

総務課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X14A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

15 ㈱吉田工業 ときがわ町大字西平698番地
平成３０年　９月２６日
平成３１年　２月２５日変更 17,830,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道都1002号線道路改良工事（瀬戸元
上地内）

ときがわ町大字 瀬戸元上地内 　土木工事業

工事概要

延長=68.4m　幅員=5.14ｍ
舗装工=247.1m2
長尺Ｕ型側溝=121.6m
ガードレールL=58.9m、目かくしフェンスL=49.0m

延長=68.4m　幅員=5.14ｍ
舗装工=347.1m2
長尺Ｕ型側溝=124.3m
ガードレールL=58.9m、目かくしフェンスL=49.0m

【工期延長理由】
　施工するにあたり、こだま医院との調整（迂回・休診
日に通行止め）に不測の日数を要し当工事の施工が
遅れてしまったため、工期の延長をするものです。

【変更理由】
・概数の確定により変更する。（舗装工、擁壁工、雑工）
・残土を他現場に搬入予定であったが処分場に変更。
・目かくしフェンスを勾配対応の製品に変更。
・隣接土地所有者の要望等に対応するため、現場内雑
工を増施工。

履行期間
平成３０年　９月２６日から
平成３１年　２月２８日まで

平成３０年　９月２６日から
平成３１年　３月２９日まで

契約金額 18,900,000円 21,888,360円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X15A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

16 ㈱吉田工業 ときがわ町大字西平698番地
平成３０年１０月２４日
平成３１年　２月２６日変更 30,140,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

橋梁修繕工事（和田橋） ときがわ町大字 玉川地内 　土木工事業

工事概要

橋長=54.08ｍ　幅員=4.00ｍ
ひびわれ補修工=19.50ｍ
断面修復工=0.008ｍ3
表面被覆工=233.3ｍ2
水切り設置工=108.0ｍ
豆板補修工 一式
舗装打換工 橋面防水工 =208 8ｍ2

橋長=54.08ｍ　幅員=4.00ｍ
ひびわれ補修工=20.10ｍ
断面修復工=0.019ｍ3
表面被覆工=239.3ｍ2
水切り設置工=108.0ｍ
豆板補修工 一式
舗装打換工 橋面防水工 =205 5ｍ2

【工期延長理由】
　防護柵嵩上げ工部材の製作期間や天候不良により
不測の日数を要したため、工期を延長するものです。

【変更理由】
・概数の確定により変更する。（土工、舗装工、雑工）

履行期間
平成３０年１０月２４日から
平成３１年　３月　８日まで

平成３０年１０月２４日から
平成３１年　３月２９日まで

契約金額 31,968,000円 33,314,760円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X16A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

17 ㈱吉田工業 ときがわ町大字西平698番地
平成３０年１０月２４日
平成３１年　２月１５日変更 4,940,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道2-29号線道路改良工事（雲河原地
内）

ときがわ町大字 雲河原地内 　土木工事業

工事概要

延長L=40.1m、幅員W=6.80m
土工(Ⅴ=284.2m3)
法面保護工(A=102.5m2)
舗装工（A=213.3m2）
交通安全施設工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、外側線）
交通誘導員(40名)
その他一式

延長L=40.1m、幅員W=6.80m
土工(Ⅴ=284.2m3)
法面保護工(A=85.0m2)
舗装工（A=233.0m2）
交通安全施設工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、外側線）
交通誘導員(2名)
その他一式

【工期延長理由】
　・町道都1002号線道路改良工事(瀬戸元上地内)と残土の工事間流
用を効率良く行い、工事費を安価に抑える目的のため、双方工事間
調整に不足の日数を要しますので、工期を延長するものです。

【変更理由】
　・町道都1953号線のすりつけ部道路幅員を最低1.5m確保する為、
丸太柵工を鋼製土留柵工に工種変更し、それに伴って有物使用しな
くなった支障木（幹部分）の処分費を増工し、現場精査の結果本工の
如く変更するものです。履行期間

平成３０年１０月２４日から
平成３１年　２月２０日まで

平成３０年１０月２４日から
平成３１年　３月２９日まで

契約金額 5,076,000円 6,588,000円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X17A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

18 ㈱吉田工業 ときがわ町大字西平698番地
平成３０年１１月２８日
平成３１年　３月　４日変更 13,170,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

橋梁修繕工事（舟の沢橋） ときがわ町大字 大野地内 　土木工事業

工事概要
橋長=16.40ｍ　幅員=3.00ｍ
床版補強工 一式
足場工　一式

橋長=16.40ｍ　幅員=3.00ｍ
床版補強工 一式
足場工　一式

【工期延長理由】
　床版補強工が日平均気温が５℃以上にならないと施
工ができないため、工事着手時期が遅れ、工期内の完
成が困難な状況になったため、工期を延長するもので
す。

【変更理由】
・概数の確定により変更する。（床版補強工）
・現場精査の結果、床版補強工の面積が減となった。

履行期間
平成３０年１１月２８日から
平成３１年　３月１５日まで

平成３０年１１月２８日から
平成３１年　３月２９日まで

契約金額 13,824,000円 13,787,280円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X18A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

19 ㈲山﨑工務店 ときがわ町桃木379番地2
平成３０年１２月２１日
平成３１年　３月　７日変更 3,500,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

建具の里看板改修工事 ときがわ町大字 関堀地内 　建築工事業

工事概要 建具の里看板改修工事　一式

看板面のデザイン変更により使用数量等に変更が生じ
た鋼材及び看板材等について、出来形による変更。
　・彩木スクリーン　N=3.0組減工。
　・鋼材費　（H-100）39.9kg減工。（C75）72.4kg増工。
計127.7kg増工。
　・塗装面積（下塗）　A=22.3㎡増工。
　・塗装面積（中塗・上塗）A=24.0㎡増工。
　・共通費積上げ分（仮囲い）L=3.2ｍ減工。
　・10tﾗﾌﾀｰ　N=1.0日減工。

履行期間
平成３０年１２月２１日から
平成３１年　３月２２日まで

平成３０年１２月２１日から
平成３１年　３月２８日まで

契約金額 3,650,400円 3,858,840円

産業観光課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

X19A0T



様式３　　　　　　平成３０年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

20 ㈱環境サービス 小川町大字小川８８５番地３
平成３０年　３月３０日
平成３０年　６月　１日変更 2,600,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

都幾川四季彩館給湯設備修繕工事 ときがわ町大字 別所地内 　管工事業

工事概要 内湯ろ過装置修繕工　一式ほか
内湯ろ過装置修繕工　一式ほか
※足湯滅菌装置修繕工を増工

足湯の滅菌機が故障し、足湯滅菌装
置修繕工を増工したため。

履行期間
平成３０年　３月３０日から
平成３０年　７月３１日まで

平成３０年　３月３０日から
平成３０年　７月３１日まで

契約金額 2,700,000円 2,808,000円

産業観光課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 随意契約

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

　平成29年12月10日に外湯のろ過装置が破損し、施設内が水浸しになる状況となり都幾川四季彩館は長期間内湯のみでの営業となっ
た。早急な対応が必要のため、同施設の維持管理を行っている㈱環境サービスにより修繕を行った。
　同時期に設置された内湯ろ過装置も外湯と同様の状況であり、内湯が破損した場合は都幾川四季彩館の営業ができなくなることから、
本修繕工事を実施するものである。
　実施にあたっては、都幾川四季彩館の営業活動の負担を最小限とし、当該施設の設備に精通し、施工上の経験、知識を有する者に施工
させる必要があることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号による随意契約としたい。
　なお、業者選定にあたって、同施設の設備を熟知し、施工後の維持管理も行うことのできる㈱環境サービス１者を選定した。
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