
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02-10-431-0-001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） ¥6,300,000-

２
第02-10-431-0-002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 大宮建設工業株式会社 （非公表） ¥4,500,000-

３
第02-10-431-0-003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 掛札建設株式会社 （非公表） ¥6,780,000-

４
第02-10-431-0-004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 株式会社若葉工務店 （非公表） ¥4,500,000-

５
第02-10-431-0-005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 有限会社松葉建設 （非公表） ¥4,500,000-

６
第02-10-431-0-006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 有限会社皆川建設 （非公表） ¥4,500,000-

７ 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
中央技術株式会社
常陸大宮営業所

（非公表） ¥780,000-

８
木質バイオマス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-

９ 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） ¥2,680,000-

１０ 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） ¥3,490,000-

１１ 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　果常　陸　大　宮　市　入　札　結　果常　陸　大　宮　市　入　札　結　果常　陸　大　宮　市　入　札　結　果

令和2年4月1日執行
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１２ 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-

１３
第02-12-432-0-001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） ¥2,160,000-

１４ 山方学校給食センター浄化槽維持管理業務委託 役　務 指名競争 環境技研工業株式会社 （非公表） ¥1,260,000-

１５ 山方地域市営住宅浄化槽維持管理業務委託 役　務 指名競争 環境技研工業株式会社 （非公表） ¥780,000-

１６ 小中学校情報通信ネットワーク環境整備基本計画策定業務委託 役　務 指名競争
リコージャパン株式会社
茨城支社　ＬＡ営業部

（非公表） ¥1,730,000-

１７ 小型動力ポンプ付積載車（第3分団第3部）購入 物品購入 指名競争 青砥モータース （非公表） ¥11,000,000-

１８ 小型動力ポンプ付積載車（第4分団第2部）購入 物品購入 指名競争 オートプラザノザワ （非公表） ¥11,000,000-

１９ 小型動力ポンプ付積載車（第9分団第1部）購入 物品購入 指名競争 青砥モータース （非公表） ¥10,850,000-

２０ 令和2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） ¥4,040,000-

２１ 令和2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 共立工業株式会社 （非公表） ¥1,570,000-

２２ 令和2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 長嶋自動車株式会社 （非公表） ¥990,000-
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２３ 令和2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 オートプラザノザワ （非公表） ¥1,030,000-

２４ 総務経営課自動車購入 物品購入 指名競争 青砥モータース （非公表） ¥2,195,000-

２５ 施設管理課自動車購入 物品購入 指名競争 長嶋自動車株式会社 （非公表） ¥996,000-

２６ 検定満了量水器φ13㎜購入（単価） 物品購入 指名競争
アズビル金門株式会社

さいたま営業所
（非公表） ¥1,390- 個当り

２７ 検定満了量水器φ20㎜購入（単価） 物品購入 指名競争
東洋計器株式会社

北関東支店
（非公表） ¥1,815- 個当り

２８ 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） ¥43- ㎏当り

２９ 水道施設用薬品次亜塩素酸ナトリウム（6％ＱＢ）購入（単価） 物品購入 指名競争 株式会社杉山商店 （非公表） ¥3,800- 箱当り

３０ 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） ¥3,500- 箱当り

３１ 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） ¥63- ㎏当り

３２ 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） ¥9,500,000-

３３ 令和2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-
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３４ 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 坂本石油 （非公表） ¥77- ℓ当り

３５ 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） ¥620- 件当り

３６ 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） ¥3,486,000-

３７ 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） ¥3,070,350-

３８ 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） ¥797,500-

３９ 常陸大宮市ごみ排出袋製造請負 製造請負 指名競争
株式会社塚越産業

水戸営業所
（非公表） ¥9,651,120-

４０ 令和2年度清掃用具（足拭マット）レンタル 物品賃貸借 指名競争 株式会社サニクリーン宇都宮 （非公表） ¥428,350-

４１ 令和2年度清掃用具（その他）レンタル 物品賃貸借 指名競争 株式会社サニクリーン宇都宮 （非公表） ¥583,700-

４２ 令和2年度小中学校用清掃用具レンタル 物品賃貸借 指名競争 株式会社サニクリーン宇都宮 （非公表） ¥553,920-

４３ 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） ¥280- 冊当り

４４ コピー用紙（A3）購入（単価） 物品購入 指名競争 青柳文具店 （非公表） ¥670- 冊当り
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４５ トナーカートリッジ購入（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） ¥19,930- 本当り

４６ 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- 個当り

４７ 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） ¥11,550- 箱当り

４８ キャリアパスポート用ファイル購入 物品購入 指名競争
有限会社山田文具店

大宮支店
（非公表） ¥1,528,100-

４９
第02-16-230-0-001号
防火水槽新設工事実施設計業務委託

土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争
中央技術株式会社
常陸大宮営業所

¥900,000- ¥850,000- 電子入札

５０
第02-07-110-0-001号
林道森の入牛落線災害復旧工事

土木一式 指名競争 有限会社小野瀬建設 ¥4,660,000- ¥4,550,000- 電子入札

５１
第02-16-130-0-001号
舟生地内防火水槽新設工事

土木一式 指名競争 株式会社戸田土建 ¥6,980,000- ¥6,900,000- 電子入札
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