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1 樹木害虫防除業務委託(委H31-26) 上三川町公共施設敷地内 702,000             指名競争入札 サカエセブングリーン 691,200               

2 庁舎庭園管理業務委託(委H31-27 ) 上三川町しらさぎ一丁目１番地 3,337,200           指名競争入札 （株）落合東光園 3,240,000             

3 建物環境測定及び衛生管理業務委託(委H31-032) 上三川町しらさぎ一丁目１番地 691,200             指名競争入札 （株）大高商事 645,840               

4 広報かみのかわ印刷製本業務委託（委H31-031） 上三川町しらさぎ一丁目1番地 4,212,000           指名競争入札 伴印刷（株） 2,720,520             

5
上三川町農村環境改善センター庭園等管理業務委託(委H31-
029)

上三川町大字上郷２１４０番地 669,600             指名競争入札 サカエセブングリーン 658,800               

6 上三川町農村環境改善センター清掃業務委託(委H31-035) 上三川町大字上郷２１４０番地 1,306,800           指名競争入札 （株）クリーンエスト 842,400               

7 舗装新設工事(工H31-001) 上三川町大字ゆうきが丘地内 2,527,200           指名競争入札 伊澤建設（有） 2,440,800             

8 除草業務委託(委H31-005) 町道2-31号線外31路線　上三川町しらさぎ地内外 6,296,400           指名競争入札 多功造園 6,156,000             

9 除草業務委託(委H31-006) 町道3-204号線外3路線　上三川町大字石田地内外 2,818,800           指名競争入札 小島造園（株） 2,754,000             

10 除草業務委託(委H31-007) 町道2-09号線外20路線　上三川町大字大山地内外 3,704,400           指名競争入札 三ツ和造園 3,618,000             
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11 除草業務委託(委H31-008) 町道2-45号線外11路線　上三川町大字東蓼沼地内外 1,944,000           指名競争入札 （有）香花園 1,900,800             

12 道路維持管理業務委託(委H31-009) 上三川町内（上三川地区） 2,311,200           指名競争入札 （株）高田組 2,257,200             

13 道路維持管理業務委託(委H31-010) 上三川町内（明治地区） 2,311,200           指名競争入札 （株）津野田土木 2,235,600             

14 道路維持管理業務委託(委H31-011) 上三川町内（本郷地区） 2,311,200           指名競争入札 （株）原建設 2,268,000             

15 水環境神主公園管理業務委託(委H31-012) 上三川町大字下神主地内外 2,678,400           指名競争入札 （株）落合東光園 2,613,600             

16 磯川緑地公園管理業務委託(委H31-013) 上三川町大字上郷地内外 4,892,400           指名競争入札 （株）落合東光園 4,773,600             

17
桃畑緑地公園外４公園・本郷台緑地管理業務委託(委H31-
014)

上三川町大字上郷地内外 11,685,600         指名競争入札 （株）落合東光園 11,404,800           

18 富士山公園管理業務委託(委H31-015) 上三川町大字上三川地内 6,717,600           指名競争入札 （有）やしま創苑 6,555,600             

19 上三川城址公園外３公園管理業務委託(委H31-016) 上三川町大字上三川地内外 5,086,800           指名競争入札 三ツ和造園 4,957,200             

20 蓼沼緑地公園外１公園管理業務委託(委H31-017) 上三川町大字東蓼沼地内 11,091,600         指名競争入札 多功造園 10,832,400           



　　第2回 　入　札　結　果

番
号 工　事　名 工事箇所

予定価格
（消費税相

当額を含む）

契約
方法

落札（決定）者 落札（決定）金額
（消費税相当額を含む）

備考

（単位：円）

（４月２３日）

21 石田公園外６公園管理業務委託(委H31-018) 上三川町大字石田地内外 3,078,000           指名競争入札 （有）やしま創苑 3,002,400             

22 多功南原公園外１公園・田川桜堤管理業務委託(委H31-019) 上三川町大字多功地内外 3,240,000           指名競争入札 多功造園 3,164,400             

23 しらさぎ公園外６公園管理業務委託(委H31-020) 上三川町しらさぎ地内外 4,244,400           指名競争入札 小島造園（株） 4,136,400             

24
ゆうき公園外７公園・ゆうきが丘緑地管理業務委託(委H31-
021)

上三川町大字ゆうきが丘地内外 5,583,600           指名競争入札 （有）香花園 5,443,200             

25 学校給食センター電気釜改修工事(工H31-005) 上三川町大字西蓼沼７３０番地５ 24,051,600         指名競争入札 岩原産業（株）            23,652,000

26 旧ふざかし保育所解体工事設計業務委託(委H31-023) 上三川町大字西汗１５８２番地 1,004,400           指名競争入札 （株）桜井建築設計事務所                950,400

27 上三川中学校トイレ改修工事設計業務委託(委H31-025) 上三川町大字上三川４２７９番地 2,041,200           指名競争入札 （株）フケタ設計              1,944,000

28
下町第二町営住宅屋上防水改修工事（２・３号棟）設計業務委
託(委H31-028)

上三川町大字上三川４２６５番地１ 1,782,000           指名競争入札 （株）桜井建築設計事務所              1,684,800

29 公共下水道管布設工事　単独分割１号(工H31-002) 上三川町大字多功地内(一般県道　結城石橋線) 21,038,400         指名競争入札 （株）星野組            20,520,000

30 公共下水道管布設工事　単独分割２号(工H31-003)
上三川町大字多功地内
(一般県道　結城石橋線)

20,649,600         指名競争入札 （株）柳田商会            20,034,000
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31 配水管布設替工事(工H31-004) 町道1-12号線　上三川町大字三村地内 3,121,200           指名競争入札 （有）大内組              3,045,600

32 水道施設除草等管理業務委託(委H31-022） 上三川町大字上三川地内外 3,013,200           指名競争入札 （有）香花園              2,937,600

33 水質検査業務委託(委H31-034) 上三川町大字上三川地内外 1,425,600           指名競争入札 （株）江東微生物研究所                602,640

34
小学校社会科副読本「のびゆく上三川町」作成業務委託（委
H31-030）

上三川町立小学校７校（上三川町大字東蓼沼251番地他6
カ所）

1,944,000           指名競争入札 ＪＳＬ（株）              1,944,000

35 タブレット型端末整備事業物品購入(委H31-091) 上三川町しらさぎ一丁目1番地 1,857,600           指名競争入札 藤井産業（株）              1,674,000


