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落 札 額

（消費税別）
備　考

１
第03-09-432-0-004号
辰ノ口旧堤除草作業業務委託

建設系
業務委託

指名競争 有限会社鈴木建設 （非公表） ¥1,300,000-

２
第03-12-430-0-001号
大宮地域量水器交換業務委託（第1期）

建設系
業務委託

指名競争 株式会社ＥＢＩＮＡ （非公表） ¥1,798,000-

３ 令和3年度消防職員防火服購入 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） ¥4,196,400-

４ 消防団用投光器購入 物品購入 指名競争 飯島テレビ商会 （非公表） ¥1,431,000-

５ 令和3年度消防団消防用ホース購入 物品購入 指名競争 圷防災 （非公表） ¥975,000-

６ 大宮浄水場天日乾燥床汚泥収集運搬・処分業務委託（単価） 役　務 指名競争 株式会社栄光商事 （非公表） \29,000- ｔ当り

７ 常陸大宮市地域防災計画改定等業務委託 役　務 指名競争
株式会社ぎょうせい

関東支社
（非公表） ¥4,560,000-

８ 緒川支所備品等移転作業業務委託 役　務 指名競争 株式会社日立物流東日本 （非公表） ¥665,000-

９ 山方宿駅駐車場周辺樹木等管理業務委託 役　務 指名競争 大高造園土木 （非公表） ¥760,000-

１０
第03-09-432-0-001号
22世紀の森管理業務委託

役　務 指名競争 株式会社石川造園 （非公表） ¥1,850,000-
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令和3年6月15日執行
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１１
第03-09-432-0-002号
宿農村公園管理業務委託

役　務 指名競争 石川庭園 （非公表） ¥1,200,000-

１２
第03-09-432-0-003号
神奉地駐車場公園管理業務委託

役　務 指名競争 小田造園土木 （非公表） ¥1,850,000-

１３ 第２四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

１４
第03-10-210-0-001号
都市計画道路大宮停車場線道路詳細設計業務委託

土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争 株式会社ミカミ ¥8,880,000- ¥8,430,000- 電子入札

１５
第03-10-210-0-002号
都市計画道路常陸大宮駅西口通り線道路詳細設計業務委託

土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争
株式会社那珂測量設計事務所

大宮支店
¥8,780,000- ¥8,340,000- 電子入札

１６
第03-10-210-0-003号
市道10165号線用地測量業務委託

測　量 指名競争
株式会社水工エンジニアリング

大宮営業所
¥1,620,000- ¥1,540,000- 電子入札

１７
第03-10-210-0-004号
市道10177号線道路詳細設計業務委託

土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争
日拓測量設計株式会社

常陸大宮営業所
¥5,150,000- ¥4,890,000- 電子入札

１８
第03-10-210-0-005号
市道10178号線外測量設計業務委託

土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争 有限会社アオヤマ ¥5,770,000- ¥5,480,000- 電子入札

１９
第03-10-210-0-006号
市道10195号線道路詳細設計業務委託

土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争
日拓測量設計株式会社

常陸大宮営業所
¥5,290,000- ¥5,030,000- 電子入札

２０
第03-11-211-0-001号
常陸大宮市トンネル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
サンコーコンサルタント株式会社

茨城営業所
¥4,270,000- ¥3,950,000- 電子入札
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２１
第03-11-211-0-004号
美和地域橋梁定期点検業務委託

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

¥13,550,000- ¥12,870,000- 電子入札

２２
第03-11-211-0-002号
大宮地域橋梁定期点検業務委託

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
¥11,800,000- ¥11,200,000- 電子入札

２３
第03-11-211-0-003号
大宮・緒川・御前山地域橋梁定期点検業務委託

土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 指名競争
株式会社リバティープランニング

常陸大宮営業所
¥11,210,000- ¥10,650,000- 電子入札

２４
第03-11-230-0-003号
小河川護岸測量設計業務委託

測　量 指名競争
国土建設コンサルタント株式会社

常陸大宮支店
¥1,730,000- ¥1,630,000- 電子入札

２５
第03-17-130-0-001号
高部地内防火水槽新設工事

土木一式 指名競争 有限会社岡﨑建設 ¥8,160,000- ¥8,060,000- 電子入札

２６
第03-09-130-0-005号
美和支所庁舎増築工事（電気設備工事）

電　気 指名競争 有限会社オート電機 ¥13,260,000- ¥13,040,000- 電子入札

２７
第03-09-130-0-006号
美和支所庁舎増築工事（機械設備工事）

管 指名競争 有限会社アンカーライフシステム ¥14,630,000- ¥14,400,000- 電子入札

２８
第03-11-131-0-001号
大桂大橋照明灯改修工事

電　気 指名競争 相沢電設工業株式会社 ¥5,200,000- ¥5,000,000- 電子入札

２９
第03-13-130-0-005号
長沢地内県道常陸太田那須烏山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 ¥16,080,000- ¥15,800,000-
電子入札

(公営企業)

３０
第03-13-130-0-006号
石沢地内市道11216号線外配水管布設工事

水道施設 指名競争 株式会社神永工務店 ¥10,750,000- ¥10,450,000-
電子入札

(公営企業)
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３１
第03-13-230-0-005号
家和楽地内市道30184号線配水管布設替実施設計業務委託

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

¥5,840,000- ¥5,540,000-
電子入札

(公営企業)

３２
第03-13-230-0-006号
氷之沢地内市道1-27号線配水管布設替実施設計業務委託

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

¥1,150,000- ¥1,080,000-
電子入札

(公営企業)

３３
第03-13-230-0-007号
長倉地内市道1-33号線外配水管布設替実施設計業務委託

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

¥3,200,000- ¥3,040,000-
電子入札

(公営企業)
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