
第2回 入札日時：平成26年4月25日
番
号

工　事　名 工事箇所

環境整備（株） （株）鈴和

（株）クリーンエスト 宇都宮文化センター（株）

（株）大高商事

小島造園 三ツ和造園

サカエセブングリーン

（有）やしま創園

（株）カクタ技建 （株）高田組

（有）野沢建設工業 （有）伊豆内鉄工建設

（株）東部興業 （株）原建設

（有）野沢建設工業 （株）原建設

（有）タナカ建設 （有）鶴見建材工業

（有）大瀧組

（有）太陽建設 （有）大東興業

（有）伊豆内鉄工建設 （有）港屋建設工業

伊澤建設（有）

（株）佐藤工業 （有）香花園

（有）清光建設 （有）藤土木機械

（有）雄建

小島造園 三ツ和造園

多功造園 （有）やしま創苑

サカエセブングリーン

小島造園 （有）香花園

（有）やしま創苑 三ツ和造園

サカエセブングリーン

小島造園 三ツ和造園

（有）やしま創苑 （株）落合東光園

サカエセブングリーン

小島造園 三ツ和造園

多功造園 （有）香花園

（有）やしま創苑 サカエセブングリーン

小島造園 三ツ和造園

多功造園 （有）香花園

（株）落合東光園

上 三 川 町 建 設 工 事 入 札 情 報

1
上三川町農村環境改
善センター清掃業務
委託(委H26-024)

上三川町大字上郷２１４０

10

6

7

8

9

除草業務委託(委
H26-009)

町道２－０９号線外１９路線　上
三川町大字大山地内外

町道２－４５号線外１１路線　上
三川町大字東蓼沼地内外

町道３－２０４号線外３路線　上
三川町大字石田地内外

道路維持管理業務委
託(委H26-007)

上三川町内(上三川地区)

道路維持管理業務委
託(委H26-008)

上三川町内(明治地区)

2

3

4

5

11
水環境神主公園管理
業務委託(委H26-
011)

上三川町大字下神主地内

指 名 業 者

上三川町大字上郷２１４０

道路維持管理業務委
託(委H26-006)

富士山公園内プール
自転車置き場改修工
事(工H26-002)

上三川町農村環境改
善センター庭園等管
理業務委託(委H26-
025)

上三川町内(本郷地区)

上三川町大字上三川地内

町道２－３１号線外３１路線　上
三川町しらさぎ地内外

除草業務委託(委
H26-015)

除草業務委託(委
H26-010)

除草業務委託(委
H26-017)

うち1社辞退



多功造園 サカエセブングリーン

（有）やしま創苑 三ツ和造園

（株）落合東光園 （有）香花園

小島造園 （株）落合東光園 （有）香花園

多功造園 サカエセブングリーン

（有）やしま創苑 三ツ和造園

小島造園 （株）落合東光園 （有）香花園

多功造園 サカエセブングリーン

（有）やしま創苑 三ツ和造園

多功造園 サカエセブングリーン

（有）やしま創苑 三ツ和造園

（株）落合東光園 （有）香花園

小島造園 （株）落合東光園

多功造園 三ツ和造園

（有）やしま創苑 （有）香花園

小島造園 サカエセブングリーン

（有）やしま創苑 三ツ和造園

（株）落合東光園

多功造園 三ツ和造園

（有）やしま創苑 （有）香花園

（株）落合東光園

小島造園 サカエセブングリーン

多功造園 （有）香花園

（有）やしま創苑

小島造園 （株）落合東光園

多功造園 （有）香花園

（有）やしま創苑

（株）佐藤工業 （有）港屋建設工業

（有）清光建設 （有）鶴見建材工業

（有）大瀧組

小島造園 サカエセブングリーン

多功造園 三ツ和造園

（株）落合東光園 （有）香花園

（株）那須環境技術センター （株）江東微生物研究所

平成理研（株） （一財）栃木県環境技術協会

（株）総研

（有）正栄社印刷所 凸版印刷（株）

（株）ダイサン （株）松井ピ・テ・オ印刷

下野印刷（株）

24

23

多功南原公園外1公
園管理業務委託(委
H26-022)

上三川町大字多功地内

22

21 上三川町しらさぎ地内

上三川城址公園外3
公園管理業務委託(委
H26-018)

上三川町大字上三川地内外

上三川町しらさぎ地内外

上三川町大字上三川地内外

配水場管理業務委託
(委H26-005)

上三川町大字上三川地内外

18

19 上三川町大字石田地内外

上三川町大字ゆうきが丘地内
外

14

15

16

17

12

13

上三川町大字上三川地内

上三川町大字上郷地内外

上三川町大字東蓼沼地内

上三川町大字上郷地内

蓼沼緑地公園外1　公
園管理業務委託(委
H26-013)

公共汚水桝設置工事
（その１）(工H26-001)

桃畑緑地公園外4公
園・本郷台緑地管理
業務委託(委H26-
014)

富士山公園管理業務
委託(委H26-016)

磯川緑地公園管理業
務委託(委H26-012)

水質検査業務委託(委
H26-026)

しらさぎ公園外6公園
管理業務委託(委
H26-019)

ゆうき公園外6公園・ゆ
うきが丘緑地管理業
務委託(委H26-020)

石田公園外6公園管
理業務委託(委H26-
021)

広報かみのかわ印刷
製本業務委託(委
H26-027)

上三川町しらさぎ一丁目1番地

20



（株）鈴木公共建築設計監理事務所 （株）荒井設計

（株）本澤建築設計事務所 （株）マガミ企画設計

（株）フケタ設計 （株）酒井建築設計事務所

小島造園 （有）香花園

多功造園 三ツ和造園

（株）落合東光園

小島造園 （有）やしま創園

サカエセブングリーン

（有）香花園

環境整備（株） （株）鈴和

（株）大高商事

（一財）栃木県環境技術協会

26

25

28

27

建物環境測定及び衛
生管理業務委託(委
H26-030)

庁舎庭園管理業務委
託(委H26-028)

上三川町しらさぎ一丁目１番
地

上三川町しらさぎ一丁目１番
地

樹木害虫防除業務委
託(委H26-029)

上三川町公共施設敷地内

上三川町しらさぎ一丁目1番地
庁舎耐震補強工事設
計業務委託(委H26-
023)


