
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 緒川総合センター除草等業務委託 役　務 指名競争 阿久津造園 （非公表） ¥640,000-

２ 野口地内あゆのぼり設置箇所除草作業業務委託 役　務 指名競争 ガレージビッグホイール （非公表） ¥560,000-

３
第31-09-430-0-001号
野上原分譲地除草作業業務委託

建設系 業務委託 指名競争 野上建設株式会社 （非公表） ¥1,450,000-

４ 電話機リース 物品賃貸借 指名競争
東京センチュリー株式会社

首都圏営業第一部
（非公表） ¥10,370- 月額

５ 建設工事等電子入札システム用パソコンリース 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） ¥11,000- 月額

６ カラーデジタル広幅複合機リース(施設管理課) 物品賃貸借 指名競争 【不調】

７ 総務課モノクロレーザープリンターリース 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） ¥61,800- 月額

８ モノクロレーザープリンター(土木建設課)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） ¥17,900- 月額

９ 国民健康保険緒川歯科診療所カラーデジタル複合機リース 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） ¥14,820- 月額

１０ 消防本部複合機リース 物品賃貸借 指名競争
有限会社山田文具店

大宮支店
（非公表） ¥37,800- 月額

１１ 学校教育課複合機リース 物品賃貸借 指名競争 【契約保留】

１２ 空気呼吸器用高圧空気圧縮機の購入 物品購入 指名競争 有限会社鈴機 （非公表） ¥4,170,000-
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１３ 自動車(ドクターカー)購入 物品購入 指名競争 有限会社菊池自動車整備工場 （非公表） ¥4,149,800-

１４
第31-09-412-0-001号
常陸大宮市立地適正化計画策定業務委託

建設系 業務委託 指名競争
株式会社パスコ

茨城支店
（非公表） ¥5,000,000-

１５
第31-12-432-0-002号
流域下水道流入水水質測定業務委託

役　務 指名競争 一般財団法人茨城県薬剤師会 検査センター （非公表） ¥740,000-

１６ 第二期常陸大宮市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 役　務 指名競争
株式会社ぎょうせい

関東支社
（非公表） ¥2,170,000-

１７
第31-09-230-0-001号
総合福祉センターかがやき空調設備改修実施設計業務委託 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

¥1,500,000- ¥1,420,000- 電子入札

１８
第31-09-230-0-003号
くりえーとセンター大宮空調設備改修実施設計業務委託

建築ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争
株式会社環境技研コンサルタント

常陸大宮事務所
¥1,590,000- ¥1,490,000- 電子入札

１９
第31-10-231-0-005号
市道10181号線家屋等調査業務委託

補　償 指名競争
株式会社かつら設計

常陸大宮営業所
¥1,090,000- ¥1,020,000- 電子入札

２０
第31-10-231-0-006号
市道10195号線家屋等調査業務委託

補　償 指名競争
株式会社かつら設計

常陸大宮営業所
¥1,190,000- ¥1,120,000- 電子入札

２１
第31-10-231-0-007号
市道10216号線家屋等調査業務委託

補　償 指名競争 有限会社アオヤマ ¥2,050,000- ¥1,950,000- 電子入札

２２
第31-10-231-0-008号
市道10134号線家屋等調査業務委託

補　償 指名競争 株式会社大宮測研 ¥2,020,000- ¥1,920,000- 電子入札

２３
第31-09-230-0-002号
美和工芸ふれあいセンター空調設備改修実施設計業務委託 建築ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争

株式会社水工エンジニアリング
大宮営業所

¥1,320,000- ¥1,250,000- 電子入札

２４
第31-10-231-0-001号
市道10181号線土地評価業務委託

補　償 指名競争 株式会社ときわ綜合事務所 ¥2,460,000- ¥2,230,000- 電子入札
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２５
第31-10-231-0-002号
市道10195号線土地評価業務委託

補　償 指名競争 関山不動産鑑定事務所 ¥2,490,000- ¥2,240,000- 電子入札

２６
第31-10-230-0-002号
雨水排水対策測量設計業務委託

測　量 指名競争 株式会社大宮測研 ¥1,220,000- ¥1,150,000- 電子入札

２７
第31-10-231-0-003号
市道10193号線土地評価業務委託

補　償 指名競争 高田不動産鑑定株式会社 ¥4,410,000- ¥3,950,000- 電子入札

２８
第31-10-231-0-004号
市道10134号線土地評価業務委託

補　償 指名競争 関不動産鑑定事務所 ¥3,220,000- ¥2,890,000- 電子入札

２９
第31-10-230-0-003号
市道10226号線外用地測量業務委託

測　量 指名競争 株式会社大宮測研 ¥8,150,000- ¥7,740,000- 電子入札

３０
第31-10-130-0-002号
市道21105号線道路舗装工事

舗　装 指名競争 有限会社カモシタ工業 ¥1,840,000- ¥1,800,000- 電子入札

３１
第31-07-130-0-001号
道の駅常陸大宮遊具設置工事

と　び 指名競争 株式会社やすくら工務店 ¥3,160,000- ¥2,940,000- 電子入札

３２
第31-09-130-0-001号
文化センター大ホール舞台設備改修工事

建築一式 指名競争 有限会社東野屋工務店 ¥2,790,000- ¥2,600,000- 電子入札

３３
第31-10-130-0-201号
市道2-17号線道路改良舗装工事

土木一式 指名競争 掛札建設株式会社 ¥8,750,000- ¥7,880,000- 電子入札

３４
第31-12-231-0-001号
美和地域上水道施設更新工事実施設計業務委託

土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争
常陸測工株式会社
常陸大宮営業所

¥1,450,000- ¥1,370,000-
電子入札

(公営企業)

３５
第31-12-231-0-003号
山方地域上水道施設更新工事実施設計業務委託

土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争
株式会社玄設計
常陸大宮営業所

¥1,990,000- ¥1,890,000-
電子入札

(公営企業)

３６
第31-12-231-0-004号
緒川地域上水道施設更新工事実施設計業務委託

土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争
常陸測工株式会社
常陸大宮営業所

¥2,550,000- ¥2,420,000-
電子入札

(公営企業)
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３７
第31-12-231-0-005号
御前山地域上水道施設更新工事実施設計業務委託

土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争
常陸測工株式会社
常陸大宮営業所

¥2,300,000- ¥2,180,000-
電子入札

(公営企業)

３８
第31-12-130-0-001号
盛金地内市道30130号線配水管布設替工事

水道施設 指名競争 有限会社藤来設備工業 ¥11,600,000- ¥10,660,000-
電子入札

(公営企業)

３９
第31-12-131-0-001号
美和地域上水道遠隔監視装置移設工事

電　気 指名競争 相沢電設工業株式会社 ¥6,110,000- ¥5,900,000-
電子入札

(公営企業)

４０
第31-12-131-0-004号
下伊勢畑浄水場送水ポンプ更新工事

水道施設 指名競争 有限会社尾崎組 ¥1,930,000- ¥1,880,000-
電子入札

(公営企業)

４１
第31-12-132-0-006号
下町地内管渠布設替工事

土木一式 指名競争 大栄建設株式会社 ¥9,000,000- ¥8,700,000-
電子入札

(公営企業)
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