
番号 工　　事　　名 種　別 契約の方法 落　札　者
予定価格

（消費税別）
落 札 額

（消費税別）
備　考

１
第30-02-430-0-001号
中富町地内事業用地仮囲い設置業務委託

と　び 指名競争 菊池開発株式会社 （非公表） ¥2,800,000-

２
第30-10-430-0-001号
大宮北部地域道路維持補修業務委託

建設系
業務委託

指名競争 株式会社進栄 （非公表） ¥4,600,000-

３
第30-10-430-0-002号
大宮南部地域道路維持補修業務委託

建設系
業務委託

指名競争 株式会社やすくら工務店 (非公表) ¥4,600,000-

４
第30-10-430-0-201号
山方地域道路維持補修業務委託

建設系
業務委託

指名競争 株式会社戸田土建 (非公表) ¥6,400,000-

５
第30-10-430-0-301号
美和地域道路維持補修業務委託

建設系
業務委託

指名競争 那北建設株式会社 (非公表) ¥4,600,000-

６
第30-10-430-0-401号
緒川地域道路維持補修業務委託

建設系
業務委託

指名競争 有限会社桑名工業所 (非公表) ¥4,620,000-

７
第30-10-430-0-501号
御前山地域道路維持補修業務委託

建設系
業務委託

指名競争 株式会社石川土木 （非公表） ¥4,620,000-

８ 第5期常陸大宮市障害福祉計画・第1期障害児福祉計画策定業務委託 役　務 指名競争 株式会社アイアールエス （非公表） ¥1,380,000-

９ 国民健康保険美和診療所診療報酬明細書点検業務委託 役　務 指名競争 株式会社ニチイ学館 （非公表） ¥720,000-

１０ 常陸大宮市総合保健福祉センター機械設備保守点検業務委託 役　務 指名競争 日本ビルシステム株式会社 （非公表） ¥520,000-

１１ 木質バイオマスチップボイラー管理業務委託（三太の湯・四季彩館） 役　務 指名競争 暁飯島工業株式会社 （非公表） ¥3,600,000-

１２ 消防本部雨水槽設備保守点検業務委託 役　務 指名競争 常陽環整株式会社 （非公表） ¥660,000-

常　陸　大　宮　市　入　札　結　果

平成30年4月2日執行
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１３
第30-12-430-0-003号
公共下水道マンホールポンプ保守点検業務委託

役　務 指名競争 環境技研工業株式会社 （非公表） ¥1,560,000-

１４ 小中学校浄化槽保守点検業務委託（山方小学校外） 役　務 指名競争 有限会社好珠設備 （非公表） ¥500,000-

１５ 小中学校浄化槽保守点検業務委託（村田小学校外） 役　務 指名競争 有限会社大宮浄化槽メンテナンス （非公表） ¥700,000-

１６ 消防用設備点検業務委託（村田小学校外） 役　務 指名競争 水戸ホーチキ株式会社 （非公表） ¥1,490,000-

１７ 消防用設備点検業務委託（山方小学校外） 役　務 指名競争 エース産業株式会社 （非公表） ¥1,680,000-

１８ 消防ポンプ自動車（第1分団第1部）購入 物品購入 指名競争 大曽根自動車整備工場 （非公表） ¥16,350,000-

１９ 消防ポンプ自動車（第10分団第1部）購入 物品購入 指名競争 オートプラザノザワ （非公表） ¥16,345,000-

２０ 平成30年度常陸大宮市庁用自動車購入（その1） 物品購入 指名競争 共立工業株式会社 （非公表） ¥3,520,000-

２１ 平成30年度常陸大宮市庁用自動車購入（その2） 物品購入 指名競争 有限会社菊池自動車整備工場 （非公表） ¥1,500,000-

２２ 平成30年度常陸大宮市庁用自動車購入（その3） 物品購入 指名競争 有限会社菊池自動車整備工場 （非公表） ¥835,000-

２３ 平成30年度常陸大宮市庁用自動車購入（その4） 物品購入 指名競争 有限会社菊池自動車整備工場 （非公表） ¥1,835,000-
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１ 平成30年度消防団操法用ホース購入 物品購入 指名競争 茨城消防株式会社 （非公表） ¥1,416,000-

２ 常陸大宮市ごみ排出袋製造請負（単価） 製造請負 指名競争 戸田産業株式会社 （非公表） ¥10,793,800-

３ 腸内菌検査業務委託（単価） 役　務 指名競争
株式会社江東微生物研究所

水戸支所
(非公表) ¥640-

４ 食品衛生検査業務委託 役　務 指名競争 株式会社衛生コンサルタント (非公表) ¥519,000-

５ 平成30年度水質検査業務委託 役　務 指名競争 株式会社環境測定サービス (非公表) ¥2,350,000-

６ 定期水質検査業務委託 役　務 指名競争 株式会社環境測定サービス (非公表) ¥8,700,000-

７ 検定満了量水器φ13㎜購入（単価） 物品購入 指名競争
愛知時計電機株式会社

東京支店
（非公表） ¥1,460-

８ 検定満了量水器φ20㎜購入（単価） 物品購入 指名競争
愛知時計電機株式会社

東京支店
（非公表） ¥1,940-

９ 水道施設用薬品ポリ塩化アルミニウム購入（単価） 物品購入 指名競争 博愛堂薬品株式会社 （非公表） ¥38-

１０
水道施設用薬品次亜塩素酸ナトリウム
（12％QB）購入（単価）

物品購入 指名競争 株式会社杉山商店 （非公表） ¥2,000-

１１
水道施設用薬品次亜塩素酸ナトリウム
（12％ポリ缶）購入（単価）

物品購入 指名競争 株式会社杉山商店 （非公表） ¥1,500-

１２
水道施設用薬品次亜塩素酸ナトリウム
（12％ローリー）購入（単価）

物品購入 指名競争 クスリのカワダ
北町店 （非公表） ¥58-

常　陸　大　宮　市　入　札　結　果

平成30年4月2日執行
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１３ 第1四半期大宮学校給食センターA重油購入（単価） 物品購入 指名競争 株式会社スズキ （非公表） ¥88-

１４ 文書配布業務委託（単価） 役　務 指名競争 大宮陸運有限会社 （非公表） ¥8,964,480-

１５ 広報常陸大宮お知らせ版印刷（単価） 製造請負 指名競争 山三印刷株式会社 （非公表） ¥3,225,000-

１６ 広報常陸大宮印刷（単価） 製造請負 指名競争 いばらき印刷株式会社 （非公表） ¥2,283,000-

１７ 議会広報印刷（単価） 製造請負 指名競争 山三印刷株式会社 （非公表） ¥891,000-

１８ コピー用紙（A4）購入（単価） 物品購入 指名競争
有限会社山田文具店

大宮支店
（非公表） ¥250-

１９ トナーカートリッジ購入（単価） 物品購入 指名競争 株式会社日立事務機センター （非公表） ¥32,900-

２０ 印刷機インク購入（単価） 物品購入 指名競争
有限会社スナカワ事務機

常陸大宮営業所
（非公表） ¥2,350-

２１ 印刷機マスター購入（単価） 物品購入 指名競争
有限会社スナカワ事務機

常陸大宮営業所
（非公表） ¥11,580-

２２
第30-12-130-0-004号
長倉地区農業集落排水管布設替工事

土木一式 指名競争 株式会社石川土木 ¥10,500,000- ¥10,280,000- 電子入札
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