
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03-10-431-0-001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 大宮建設工業株式会社 （非公表） ¥6,350,000-

２
第03-10-431-0-002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 株式会社弓野組 （非公表） ¥4,550,000-

３
第03-10-431-0-003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 野上建設株式会社 （非公表） ¥6,850,000-

４
第03-10-431-0-004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 那北建設株式会社 （非公表） ¥4,500,000-

５
第03-10-431-0-005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 有限会社山口土建 （非公表） ¥4,550,000-

６
第03-10-431-0-006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 有限会社野口建設 （非公表） ¥4,480,000-

７
第03-12-432-0-001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） ¥2,520,000-

８
第03-12-434-0-003号
山方地域戸別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） ¥3,260,000-

９
第03-12-434-0-004号
美和・緒川地域戸別浄化槽維持管理業務委託

役　務 指名競争 勇紀メンテナンス （非公表） ¥3,980,000-

１０ 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） ¥740,000-

１１ 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-

常　陸　大　宮　市　入　札　結　果

令和3年4月1日執行
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１２ 常陸大宮市学校給食センター排水除害施設維持管理業務委託 役　務 指名競争 株式会社神永工務店 （非公表） ¥1,120,000-

１３ 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-

１４ 消防用設備点検業務委託（村田小学校外） 役　務 指名競争
株式会社アメニティ・ジャパン

常陸大宮支店
（非公表） ¥2,480,000-

１５ 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-

１６ 常陸大宮市学校給食センターボイラー保守点検業務委託 役　務 指名競争 株式会社神永工務店 （非公表） ¥880,000-

１７ 常陸大宮市学校給食センター空調機保守点検業務委託 役　務 指名競争 株式会社神永工務店 （非公表） ¥1,780,000-

１８ 第1四半期常陸大宮市学校給食センタープロパンガス購入（単価） 物品購入 指名競争 茨城通運株式会社 （非公表） ¥190- ㎥当り

１９ 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） ¥650- 件当り

２０ 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） ¥760,000-

２１
令和3年度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-

２２ 常陸大宮市庁舎清掃業務委託 役　務 指名競争
株式会社アメニティ・ジャパン

常陸大宮支店
（非公表） ¥6,120,000-
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２３ 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） ¥9,900,000-

２４ 令和3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-

２５ 令和3年度ふれあいごみ収集運搬業務委託（大宮地域） 役　務 指名競争 株式会社栄光商事 （非公表） ¥5,940,000-

２６ 廃棄物不法投棄等監視業務委託 役　務 指名競争 株式会社日警 （非公表） ¥2,990,000-

２７ 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） ¥12,229,920-

２８ 検定満了量水器φ13mm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） ¥1,285- 個当り

２９ 検定満了量水器φ20mm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） ¥1,720- 個当り

３０ 自動車購入 物品購入 指名競争 オートプラザノザワ （非公表） ¥1,650,000-

３１ 令和3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 長嶋自動車株式会社 （非公表） ¥1,100,000-

３２ 令和3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 長嶋自動車株式会社 （非公表） ¥960,000-

３３ 令和3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） ¥3,090,000-
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３４ 令和3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 共立工業株式会社 （非公表） ¥1,690,000-

３５ 令和3年度常陸大宮市庁用自動車購入（その5） 物品購入 指名競争 青砥モータース （非公表） ¥1,760,000-

３６ 令和3年度常陸大宮市庁用自動車購入（その6） 物品購入 指名競争 青砥モータース （非公表） ¥2,340,000-

３７
令和3年度常陸大宮市上下水道部施設管理課自動車購入
（その1）

物品購入 指名競争 共立工業株式会社 （非公表） ¥1,150,000-

３８
令和3年度常陸大宮市上下水道部施設管理課自動車購入
（その2）

物品購入 指名競争 共立工業株式会社 （非公表） ¥960,000-

３９ 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- kg当り

４０
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

４１
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

４２
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- kg当り

４３ ライン用石灰購入（単価） 物品購入 指名競争 株式会社杉山商店 （非公表） ¥330- 袋当り

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） ¥660- 冊当り
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４５ 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

４６ 文書保存箱購入（単価） 物品購入 指名競争
有限会社ホークス
常陸大宮営業所

（非公表） ¥4,350- 個当り

４７ トナーカートリッジ（C830S）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） ¥1,944,000-

４８ トナーカートリッジ（6400S）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） ¥21,980- 本当り

４９ トイレットペーパー購入（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） ¥300- 箱当り

５０ 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- 本当り

５１ トナーカートリッジ（C840S）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） ¥3,672,000-

５２ コピー用紙（A4）購入（単価） 物品購入 指名競争 株式会社川又感光社 （非公表） ¥279- 冊当り

５３ 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） ¥3,069,650-

５４ 広報常陸大宮印刷（単価） 製造請負 指名競争 株式会社光和印刷 （非公表） ¥2,895,900-

５５ 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） ¥785,030-
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５６ 胃内視鏡検診受診券作成封入封緘業務委託 役　務 指名競争 大富印刷株式会社 （非公表） ¥390,400-

５７ 令和3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） ¥470,860-

５８ 令和3年度清掃用具（その他）レンタル 物品賃貸借 指名競争 有限会社エーアンドアイ （非公表） ¥592,410-

５９ 令和3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-
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