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１
第30-10-431-0-022号
大宮地域市道除草作業業務委託

建設系
業務委託

指名競争 海老根建材有限会社 （非公表） ¥3,500,000-

２
第30-10-431-0-021号
大宮地域市道除草作業業務委託

建設系
業務委託

指名競争 有限会社尾崎組 （非公表） ¥3,150,000-

３ 第二中学校冬季スクールバス運行管理業務委託 役　務 指名競争
茨城交通株式会社

大宮営業所
（非公表） ¥2,024,150-

４ 平成30年度プリンタリース 物品賃貸借 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） ¥31,800- 月額

５ 常陸大宮市国民健康保険美和診療所超音波診断装置購入 物品購入 指名競争
株式会社メディセオ
ひたちなか北支店

（非公表） ¥5,500,000-

６
第30-15-230-0-002号
泉坂下遺跡用地測量業務委託

測　量 指名競争
株式会社那珂測量設計事務所

大宮支店
¥1,600,000- ¥1,520,000- 電子入札

７
第30-09-230-0-010号
明峰中学校プール解体・駐車場整備実施設計業務委託

土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争
株式会社かつら設計

常陸大宮営業所
¥2,910,000- ¥2,750,000- 電子入札

８
第30-09-230-0-013号
中学校空調設備整備実施設計業務委託（大宮中学校外）

建築ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争
株式会社玄設計
常陸大宮営業所

¥5,970,000- ¥5,670,000- 電子入札

９
第30-09-230-0-011号
小学校空調設備整備実施設計業務委託（村田小学校外）

建築ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争
中央技術株式会社
常陸大宮営業所

¥11,470,000- ¥10,890,000- 電子入札

１０
第30-09-230-0-012号
小学校空調設備整備実施設計業務委託（山方小学校外）

建築ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争
株式会社水工エンジニアリング

大宮営業所
¥7,950,000- ¥7,550,000- 電子入札

１１
第30-09-230-0-009号
常陸大宮市新学校給食センター建設実施設計業務委託

建築ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争 株式会社匠建築研究室 ¥18,960,000- ¥14,250,000- 電子入札

１２
第30-10-211-0-006号
常陸大宮市橋梁個別施設計画策定業務委託

土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争
日本工営株式会社

茨城営業所
¥20,700,000- ¥8,900,000- 電子入札
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１３
第30-09-130-0-006号
図書情報館改修工事

防　水 指名競争 有限会社根本塗装工業 ¥3,500,000- ¥3,400,000- 電子入札

１４
第30-05-130-0-004号
戸別受信機整備アンテナ取付工事　第3工区

電　気 指名競争 有限会社茅根電設工業 ¥6,570,000- ¥6,300,000- 電子入札

１５
第30-05-130-0-006号
戸別受信機整備アンテナ取付工事　第5工区

電　気 指名競争 有限会社ライフ ¥6,550,000- ¥6,350,000- 電子入札

１６
第30-05-130-0-007号
戸別受信機整備アンテナ取付工事　第6工区

電　気 指名競争 飯島テレビ商会 ¥6,530,000- ¥6,380,000- 電子入札

１７
第30-05-130-0-005号
戸別受信機整備アンテナ取付工事　第4工区

電　気 指名競争 有限会社中橋電気社 ¥6,510,000- ¥6,200,000- 電子入札

１８
第30-05-130-0-003号
戸別受信機整備アンテナ取付工事　第2工区

電　気 指名競争 岡山電気 ¥5,870,000- ¥5,650,000- 電子入札

１９
第30-05-130-0-002号
戸別受信機整備アンテナ取付工事　第1工区

電　気 指名競争 有限会社オート電機 ¥5,730,000- ¥5,550,000- 電子入札

２０
第30-10-130-0-009号
市道10829号線道路改良舗装工事

土木一式 指名競争 中村産業 ¥8,630,000- ¥8,150,000- 電子入札

２１
第30-09-130-0-008号
第12分団第3部消防機械器具置場建築工事

建築一式 指名競争 株式会社若葉工務店 ¥16,360,000- ¥16,000,000- 電子入札

２２
第30-09-130-0-007号
第11分団第3部消防機械器具置場建築工事

建築一式 指名競争 株式会社龍﨑工務店 ¥14,610,000- ¥14,300,000- 電子入札

２３
第30-09-130-0-005号
辰ノ口親水公園ふるさと館外屋根改修工事

建築一式 指名競争 有限会社鈴木建設 ¥18,350,000- ¥16,148,000- 電子入札

２４
第30-11-133-0-005号
高渡取水場PAS及び高圧ケーブル更新工事

電　気 指名競争 相沢電設工業株式会社 ¥3,340,000- ¥3,190,000-
電子入札
(水道課)
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２５
第30-11-133-0-006号
第2浄水場及び鷹巣増圧ポンプ場自家発電設備バッテリー等更新工事 電　気 指名競争 相沢電設工業株式会社 ¥5,390,000- ¥5,190,000-

電子入札
(水道課)

２６
第30-11-133-0-008号
鷹巣増圧ポンプ場制御盤及び水位計更新工事

電　気 指名競争 明和プラント株式会社 ¥16,980,000- ¥16,100,000-
電子入札
(水道課)

２７
第30-11-133-0-012号
美和支所無停電装置更新工事

水道施設 指名競争 株式会社戸田土建 ¥1,460,000- ¥1,430,000-
電子入札
(水道課)

２８
第30-11-133-0-018号
前屋流量計更新工事

水道施設 指名競争 有限会社海老根建設 ¥2,100,000- ¥2,050,000-
電子入札
(水道課)

２９
第30-11-130-0-023号
高部地内市道2-29号線配水管布設替工事

水道施設 指名競争 有限会社アンカーライフシステム ¥8,280,000- ¥8,000,000-
電子入札
(水道課)

３０
第30-11-140-0-024号
若林地内市道1-13号線配水管布設替工事

水道施設 指名競争 有限会社横山設備工業 ¥7,420,000- ¥7,320,000-
電子入札
(水道課)
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