
№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

1 平成30年度 道路維持管理業務委託 壬生町全域 指名競争 8,790,000 8,500,000㈲山川建設 建設課

2 壬生中学校 校舎管理業務委託 壬生中学校 指名競争 1,150,000 839,500
小山ビルサービス
㈱

学校教育課

3 南犬飼中学校 校舎管理業務委託 南犬飼中学校 指名競争 580,000 510,000
小山ビルサービス
㈱

学校教育課

4 複合機リース 稲葉地区公民館 外１ 指名競争 生涯学習課

5 生涯学習館 デジタル複合機リース
壬生町落合三丁目5番3
号

指名競争 生涯学習課

6 水処理センター等 包括的維持管理業務委託
壬生町おもちゃのまち五
丁目外

指名競争 377,060,000 355,000,000
水ing㈱ 北関東支
店

下水道課

7 地域おこし協力隊員用 車両リース（スポーツ振興課）
壬生町大字壬生甲3828
番地

指名競争 39,992 25,900
日本カーソリュー
ションズ㈱さいたま
支店

スポーツ振興課

8 地域おこし協力隊員用 車両リース（商工観光課） 壬生町通町12番22号 指名競争 39,992 25,800鈴木自動車販売㈱ 商工観光課

9 養育支援訪問用等 車両リース 壬生町通町12番22号 指名競争 42,316 33,200
日本カーソリュー
ションズ㈱さいたま
支店

こども未来課

10地域おこし協力隊員用 車両リース（みらい館） 壬生町大字国谷1870-2 指名競争 39,992 25,800鈴木自動車販売㈱ 都市計画課

11平成30年度 みらい館 清掃業務委託 壬生町大字国谷地内 指名競争 10,930,000 8,950,000㈱リヴェール東洋 都市計画課

12平成30年度 総合公園 維持管理業務委託 分割1号 壬生町大字国谷地内 指名競争 2,870,000 2,780,000㈲橋本造園 都市計画課

13平成30年度 総合公園 維持管理業務委託 分割2号 壬生町大字国谷地内 指名競争 5,850,000 5,680,000㈱川又造園 都市計画課

14平成30年度 総合公園 維持管理業務委託 分割3号 壬生町大字国谷地内 指名競争 4,440,000 4,350,000㈲篠原造園土木 都市計画課

15平成30年度 総合公園 維持管理業務委託 分割4号 壬生町大字国谷地内 指名競争 3,140,000 3,070,000㈱県南環境 都市計画課

中止

中止

平成30年3月22日入札
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

16平成30年度 東雲公園 維持管理業務委託 分割1号 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 4,450,000 4,260,000㈲森田造園 都市計画課

17平成30年度 東雲公園 維持管理業務委託 分割2号 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 6,330,000 6,200,000㈲山川造園 都市計画課

18平成30年度 東雲公園 維持管理業務委託 分割3号 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 6,560,000 6,400,000㈱川又造園 都市計画課

19平成30年度 黒川緑地 維持管理業務委託 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 5,770,000 5,650,000㈲橋本造園 都市計画課

20平成30年度 聖地公園 維持管理業務委託 壬生町大字国谷地内 指名競争 4,580,000 4,480,000㈱県南環境 都市計画課

21平成30年度 城址公園 維持管理業務委託 壬生町本丸地内 指名競争 4,110,000 4,000,000㈲篠原造園土木 都市計画課

22平成30年度 小中規模公園 維持管理業務委託 壬生町地内 指名競争 5,650,000 5,400,000田崎造園㈱ 都市計画課

23平成30年度 総合公園修景池 維持管理業務委託 壬生町大字国谷地内 指名競争 879,000 840,000㈲栃木エコサービス 都市計画課

24平成30年度 東雲公園 清掃業務委託 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 2,342,000 2,230,000㈲栃木エコサービス 都市計画課

25平成30年度 城址公園 清掃業務委託 壬生町本丸地内 指名競争 1,982,000 1,880,000㈲栃木エコサービス 都市計画課

1 ごみ焼却施設 １・２系排ガス濃度計更新工事 壬生町大字羽生田１３５０番地３ 指名競争 27,750,000 26,360,000平成理研㈱ 生活環境課

2 ごみ焼却施設 雑用空気圧縮機１号機及び除湿機更新工事 壬生町大字羽生田１３５０番地３ 指名競争 10,280,000 10,040,000三水プラント㈱ 生活環境課

3 ごみ焼却施設 ２系給じん装置プッシャー更新工事 壬生町大字羽生田１３５０番地３ 指名競争 22,800,000 22,300,000
㈱神鋼環境ソ
リューション東京支
社

生活環境課

4 壬生町クリーンセンター 植栽管理業務委託 壬生町大字壬生甲1955番地2指名競争 953,000 880,000㈲山川造園 生活環境課

5 壬生町環境センター 植栽管理業務委託 壬生町大字下稲葉2585番地1指名競争 1,007,000 930,000㈱県南環境 生活環境課

6 墓園植栽管理業務委託 壬生聖地公園地内 指名競争 5,450,000 5,280,000㈱県南環境 生活環境課

7
平成30年度　みぶハイウェーパーク 植栽等維持管理業務
委託

壬生町大字国谷地内 指名競争 4,230,000 4,100,000㈲橋本造園 商工観光課

平成30年4月12日入札
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

8 公共下水道工事（壬生処理分区） 壬生町大師町地内 指名競争 5,930,000 5,800,000㈲小田垣工業 下水道課

9 マンホール蓋更新工事（壬生処理分区）その１工区 壬生町表町地内外 指名競争 3,330,000 3,250,000㈲小田垣工業 下水道課

10汚水管渠簡易設計業務委託（北部処理区）その１ 壬生町寿町地内 指名競争 2,360,000 2,250,000
㈱栃木県用地補償
コンサルタント 壬生
営業所

下水道課

11三館周辺庭園 除草等管理業務委託 壬生町本丸一丁目８番３３号　地内 指名競争 760,000 690,000㈲篠原造園土木 生涯学習課

12町道植栽管理業務委託 一級町道3号線外 壬生町大字壬生甲外地内 指名競争 1,560,000 1,480,000㈱川又造園 建設課

13町道植栽管理業務委託 町道3-170号線（その1） 壬生町本丸一丁目地内 指名競争 1,710,000 1,640,000㈲篠原造園土木 建設課

14町道植栽管理業務委託 町道3-170号線（その2） 壬生町本丸一丁目地内 指名競争 1,350,000 1,280,000田崎造園㈱ 建設課

15総合運動場 除草等管理業務委託 壬生町大字壬生甲３８２８番地 指名競争 1,056,000 1,000,000㈲山川造園 スポーツ振興課

16南部運動場 除草等管理業務委託 壬生町大字壬生甲1951番地1指名競争 1,490,000 1,380,000㈲山川造園 スポーツ振興課

17小中学校 消防設備保守点検業務委託 小中学校　10校 指名競争 1,300,000 840,000
（同）栃木県消防設
備保守協会

学校教育課

18羽生田小学校 農業集落排水接続工事 設計業務委託 羽生田小学校地内 指名競争 1,090,000 1,030,000梁島一級建築士事務所 学校教育課

19わんぱく北っ子の森 維持管理業務委託 壬生町大字北小林地内 指名競争 1,140,000 1,080,000㈱川又造園 農政課

20わんぱく睦っ子の森 維持管理業務委託 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 2,080,000 1,980,000㈲森田造園 農政課

21庁舎周辺 植栽維持管理業務委託 壬生町通町地内 指名競争 611,000 550,000田崎造園㈱ 総務課

22
六美町北部土地区画整理事業支援（準備会支援・認可申請
書作成）業務委託

壬生町六美町北部地区 指名競争 20,760,000 19,800,000
大和測量㈱栃木営
業所

都市計画課

23おもちゃのまち駅西広場 植栽管理業務委託 壬生町緑町一丁目及び二丁目地内 指名競争 910,000 860,000田崎造園㈱ 都市計画課

24平成30年度 南部配水場更新工事 詳細設計業務委託 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 水道課延期
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

1 平成30年度 南部配水場更新工事 詳細設計業務委託 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 21,940,000 20,600,000㈱工藤設計 水道課

1 ごみ焼却施設 粗大ごみ切断機更新工事 壬生町大字羽生田１３５０番地３ 指名競争 12,690,000 11,700,000
㈱新成エンジニアリ
ング

生活環境課

2
ごみ焼却施設 １・２系第１ガス冷却室二重ダンパー 及び砂
切換ダンパー修繕工事

壬生町大字羽生田１３５０番地３ 指名競争 7,360,000 6,730,000昭和工機㈱ 生活環境課

3 車塚古墳・牛塚古墳 除草業務委託 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 920,000 870,000㈱県南環境 生涯学習課

4 城址公園ホール 障害者用駐車場整備工事 設計業務委託 壬生町本丸一丁目８番３３号地内 指名競争 550,000 520,000㈱オーガニックスタジオ 生涯学習課

5 公用車（軽バン） 壬生町通町地内 指名競争 819,065 545,000㈲愛輪 総務課

6 公用車（中型バス） 壬生町通町地内 指名競争 32,678,860 28,857,760栃木日野自動車㈱ 総務課

7 東雲橋上流桜等 管理業務委託 壬生町大字壬生甲地内他 指名競争 1,090,000 1,040,000㈲橋本造園 商工観光課

8 流水プール 中島床改修工事 壬生町大字羽生田２４１番地 指名競争 10,590,000 10,250,000㈲木野内組 スポーツ振興課

9 ふれあいプール 管理運営業務委託 壬生町大字羽生田２４１番地 指名競争 24,030,000 23,955,000
㈱フクシ・エンター
プライズ栃木営業
所

スポーツ振興課

10ふれあいプール 水循環機械設備 保守管理業務委託 壬生町大字羽生田２４１番地 指名競争 2,440,000 2,320,000昭和工機㈱ スポーツ振興課

11ふれあいプール 場内除草等管理業務委託 壬生町大字羽生田２４１番地 指名競争 1,090,000 1,040,000㈲篠原造園土木 スポーツ振興課

12平成30年度 みぶ羽生田産業団地 緩衝緑地除草業務委託 壬生町大字羽生田地内 指名競争 3,080,000 2,980,000㈲栃木グリーン 都市計画課

13ストックマネジメント計画（管路）策定業務委託 壬生町全域 指名競争 4,500,000 4,200,000
日本水工設計㈱
栃木事務所

下水道課

14舗装修繕工事 二級町道60号線 壬生町大字国谷地内 指名競争 6,980,000 6,800,000大藤建設㈱ 建設課

平成30年4月20日入札

平成30年5月16日入札
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

15雨水排水対策整備工事 町道2-369号線外 壬生町大字安塚地内 指名競争 6,960,000 6,750,000㈲中山工業 建設課

16下台団地4号棟 屋上・外壁等改修工事 設計監理業務委託 壬生町駅東町地内 指名競争 2,230,000 2,100,000梁島一級建築士事務所 建設課

17南犬飼中学校 外壁改修工事設計業務委託 南犬飼中学校 指名競争 1,680,000 1,580,000
㈲大橋建築設計事
務所

学校教育課

18デジタル印刷機 稲葉小学校 指名競争 7,964 7,800システム興産㈱ 学校教育課

19児童館ホール空調機設置工事 壬生町大字壬生丁２８１番地 指名競争 2,070,000 1,970,000
㈲シバラエンジニア
リング

こども未来課

20とおりまち保育園床修繕工事 壬生町通町１６番９号 指名競争 4,560,000 4,530,000㈲鈴木住建 こども未来課

21ベリーキッズクラブ整備設計監理業務委託 壬生小学校地内 指名競争 4,320,000 4,100,000㈲甫坂設計 こども未来課

22平成30年度 第2号工 老朽管更新工事 壬生町本丸二丁目地内 指名競争 3,020,000 2,920,000大渕工業㈱ 水道課

23平成30年度 第3号工 配水管布設工事 壬生町大字上田地内 指名競争 5,190,000 5,030,000小田垣総合設備㈱ 水道課

24壬生町水道ﾋﾞｼﾞｮﾝ・経営戦略策定業務委託 壬生町水道事業給水区域内 指名競争 11,770,000 11,000,000㈱工藤設計 水道課

25
平成30年度 南部配水場更新工事 詳細設計業務委託（建
築）

壬生町大字壬生甲地内 指名競争 8,260,000 7,900,000
㈱オー・ジー・オー・
アソシエイツ

水道課

1
社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（稲葉処理
分区）その１工区

壬生町大字下稲葉地内 指名競争 18,670,000 18,000,000大橋建設㈱ 下水道課

2 水処理センター 1系消化槽安全装置修繕工事
壬生町おもちゃのまち五
丁目地内

指名競争 3,490,000 3,200,000
水ing㈱ 北関東営
業所

下水道課

3
社会資本整備総合交付金事業 管渠実施設計業務委託（北
部処理区）

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 17,920,000 16,900,000
協和測量設計㈱壬
生営業所

下水道課

4
社会資本整備総合交付金事業 管渠実施設計業務委託（北
部第十一排水区）

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 16,680,000 15,800,000
㈱栃木県用地補償
コンサルタント 壬生
営業所

下水道課

5
社会資本整備総合交付金事業 地質調査業務委託（六美北
部地区）

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 4,430,000 4,050,000パスキン工業㈱ 下水道課

6
社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事 二級町道５３
号

壬生町大字藤井地内 指名競争 20,190,000 19,600,000稲葉建設㈱ 建設課

平成30年5月30日入札
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

7 雨水排水対策整備工事 町道2-445号線外 壬生町大字安塚地内 指名競争 17,030,000 16,600,000㈲町田建設 建設課

8 舗装修繕工事 町道2-359号線 壬生町いずみ町地内 指名競争 3,690,000 3,550,000㈲山川建設 建設課

9 測量設計業務委託 町道3-213号線 壬生町本丸地内 指名競争 4,110,000 3,850,000
㈱八興 壬生営業
所

建設課

10測量設計業務委託 町道1-248号線 壬生町大字上稲葉地内 指名競争 5,490,000 5,200,000
三立調査設計㈱
壬生支店

建設課

11清掃センター 長寿命化総合計画策定業務委託
壬生町大字羽生田1350
番地3

指名競争 9,070,000 8,200,000
㈱エイト日本技術
開発北関東支店

生活環境課

12
清掃センター 基幹的設備改良事業に係る 生活環境影響調
査業務委託

壬生町大字羽生田地内 指名競争 12,640,000 11,500,000
㈱エイト日本技術
開発北関東支店

生活環境課

13壬生町クリーンセンター 脱水機改修工事
壬生町大字壬生甲1955
番地2

指名競争 9,040,000 8,800,000
古河産機システム
ズ㈱ 北関東営業
所

生活環境課

14
壬生東小学校外1校 非構造部材（天井落下物等）耐震補強
工事監理業務委託

壬生東小学校外1校 指名競争 470,000 440,000
㈱オーガニックスタ
ジオ

学校教育課

15壬生東小学校 非構造部材（天井落下物等）耐震補強工事 壬生東小学校 指名競争 3,090,000 3,000,000㈲木野内組 学校教育課

16睦小学校 非構造部材（天井落下物等）耐震補強工事 睦小学校 指名競争 3,560,000 3,450,000佐藤工業㈱ 学校教育課

17南犬飼中学校 新体育館屋根・樋等改修工事 南犬飼中学校 指名競争 20,520,000 20,000,000大島建設工業㈱ 学校教育課

18壬生中学校外3校 給食棟トイレ改修工事 壬生中学校外3校 指名競争 3,000,000 2,910,000㈱水井 学校教育課

19南犬飼中学校外3校 給食棟トイレ改修工事 南犬飼中学校外3校 指名競争 3,170,000 3,070,000㈲斉藤設備工業 学校教育課

20小学校パソコン等（更新） 壬生小学校外4校 指名競争 1,657,065 1,531,800
NTTファイナンス㈱
関東支店

学校教育課

21小学校給食用備品 安塚小学校外2校 指名競争 3,018,000 3,000,000
㈲永見厨房サービ
ス

学校教育課

22小中学校給食棟 給排気関連機器 清掃点検業務委託 壬生小学校外4校 指名競争 590,000 492,000㈱クリーンエスト 学校教育課

23平成30年度 第4号工 配水管布設工事 壬生町大字助谷地内 指名競争 5,550,000 5,380,000㈱水井 水道課

平成30年7月4日入札
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

1
社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（北部第七
排水区）

壬生町大字壬生甲地内 一般競争 146,030,000 138,600,000佐藤工業㈱ 下水道課

2 城址公園ホール　大ホール舞台照明機構設備改修工事 城址公園ホール内 一般競争 96,200,000 82,690,000㈱アスライブ 生涯学習課

1 農業振興地域整備計画策定業務委託 壬生町内全域 指名競争 7,460,000 7,050,000アクリーグ㈱ 農政課

2 新庁舎建設整備に係る 許認可申請調査等支援業務委託
壬生町大字壬生甲3841
番地１

指名競争 4,380,000 4,100,000㈱フケタ都市開発 新庁舎建設室

3 城址公園ホール トップライト等改修工事 城址公園ホール内 指名競争 2,900,000 2,810,000佐藤工業㈱ 生涯学習課

4 南犬飼地区公民館及び分館 トイレ改修工事
壬生町大字安塚1179番
地 地内

指名競争 8,870,000 8,600,000小田垣総合設備㈱ 生涯学習課

5 ひばりヶ丘団地 埋設物撤去工事 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 5,530,000 5,350,000㈲楡木建設 総務課

6
社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（北部処理
区）その１工区

壬生町落合三丁目地内 指名競争 11,530,000 11,100,000㈲小田垣工業 下水道課

7 下台団地４号棟 屋上・外壁等改修工事 壬生町駅東町地内 指名競争 21,290,000 20,530,000㈲野州塗装工業 建設課

8 道路改良工事 町道2-306号線
壬生町おもちゃのまち二
丁目地内

指名競争 14,020,000 13,600,000大藤建設㈱ 建設課

9 社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事 町道2-279号
壬生町おもちゃのまち一
丁目地内

指名競争 12,850,000 12,400,000㈲山川建設 建設課

10測量設計業務委託 町道2-319号線 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 6,470,000 6,100,000栃木中央測量㈱ 建設課

11測量設計業務委託 町道1-196号線 壬生町大字上稲葉地内 指名競争 5,620,000 5,330,000
協和測量設計㈱壬
生営業所

建設課

12測量設計業務委託 町道1-227号線 壬生町大字上稲葉地内 指名競争 4,250,000 4,030,000
㈱筑陽測量設計壬
生営業所

建設課

13雨水排水計画策定業務委託 町道2-318号線 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 870,000 820,000
㈱栃木県用地補償
コンサルタント 壬生
営業所

建設課

14
社会資本整備総合交付金事業 用地測量業務委託 一級町
道９号

壬生町大字北小林地内 指名競争 4,220,000 4,000,000
㈱三条工測壬生支
店

建設課

15調整池（六美地区）除草管理業務委託 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 860,000 810,000㈲山川造園 建設課

平成30年7月11日入札
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

16町道植栽管理業務委託 町道2-500号、2-133号 壬生町大字安塚地内 指名競争 670,000 600,000㈱川又造園 建設課

17羽生田小学校 農業集落排水接続工事 羽生田小学校 指名競争 10,120,000 9,800,000㈲斉藤設備工業 学校教育課

18小学校給食用食器類 町立小学校６校 指名競争 3,780,000 3,618,000
（公財）栃木県学校
給食会

学校教育課

19平成30年度 第7号工 老朽管更新工事 壬生町大字助谷地内 指名競争 23,420,000 22,700,000㈲松本管工設備 水道課

20平成30年度 第8号工 配水管布設工事 壬生町大字羽生田地内 指名競争 11,170,000 10,800,000俊工設備工業㈱ 水道課

21平成30年度 北部第3･4水源取水ﾎﾟﾝﾌﾟ井電気設備更新工事 壬生町大字安塚地内 指名競争 10,650,000 9,800,000
メタウォーター㈱ 首
都圏北部営業部

水道課

1 ベリーキッズクラブ外構工事 その１ 壬生町本丸二丁目地内 指名競争 2,850,000 2,770,000㈲小田垣工業 こども未来課

2
社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事 二級町道53
号 その２

壬生町大字藤井地内 指名競争 16,570,000 16,100,000㈲市川工務店 建設課

3 舗装修繕工事 一級町道10号線外
壬生町おもちゃのまち外
地内

指名競争 15,170,000 14,700,000㈲山川建設 建設課

4 歩道整備工事 二級町道59号線 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 4,480,000 4,350,000㈲出井建設 建設課

5 羽生田小学校 プール塗装改修工事 設計業務委託 羽生田小学校地内 指名競争 890,000 840,000
梁島一級建築士事
務所

学校教育課

6 南犬飼中学校 外壁改修工事 南犬飼中学校 指名競争 16,020,000 15,500,000大島建設工業㈱ 学校教育課

7 平成30年度 第9号工配水管布設工事 壬生町大字上稲葉地内 指名競争 17,480,000 16,950,000小林工業㈲ 水道課

8 平成30年度 第10号工配水管布設工事 壬生町大字安塚地内 指名競争 3,680,000 3,580,000伊藤工業㈲ 水道課

1
城址公園ホール 大ホール舞台照明機構設備改修工事 監
理業務委託

城址公園ホール内 指名競争 3,120,000 2,950,000㈱マガミ企画設計 生涯学習課

2 道路改良工事 町道2-146号線 壬生町大字安塚地内 指名競争 13,830,000 13,400,000㈲中山工業 建設課

平成30年8月1日入札

平成30年8月30日入札
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

3 舗装修繕工事 町道2-451号線 壬生町落合地内 指名競争 3,920,000 3,780,000大橋建設㈱ 建設課

4 舗装修繕工事 町道2-393号線 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 3,850,000 3,700,000㈲山川建設 建設課

5
平成30年度 壬生町総合公園陸上競技場 芝生インターシー
ド業務委託

壬生町総合公園陸上競
技場

指名競争 850,000 800,000㈱県南環境 都市計画課

6 平成30年度 排水管路築造工事 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 19,360,000 18,800,000㈲山川建設 都市計画課

7
社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（北部処理
区）その2工区

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 23,830,000 22,900,000㈲町田建設 下水道課

8 農業集落排水事業 上田地区処理施設機器修繕工事 壬生町大字上田地内 指名競争 3,460,000 3,400,000
宇都宮文化セン
ター㈱

下水道課

9 安塚小学校 自動火災報知設備受信機取替工事 安塚小学校地内 指名競争 2,330,000 2,080,000
（同）栃木県消防設
備保守協会

学校教育課

1 ベリーキッズクラブ建設工事 壬生町本丸二丁目地内 一般競争 45,940,000 44,500,000佐藤工業株式会社 こども未来課

1 都市計画道路六美吾妻線変更等検討業務委託
都市計画道路六美吾妻
線

指名競争 2,100,000 1,950,000
㈱栃木都市計画セ
ンター

都市計画課

1 平成30年度　排水開渠及び樋管築造工事 壬生町大字安塚地内 一般競争 41,220,000 40,000,000大藤建設㈱ 都市計画課

2 みぶハイウェーパーク東側緑地整備工事 壬生町大字国谷地内 一般競争 37,550,000 36,500,000㈲山川建設 商工観光課

1 ごみ焼却施設 １・２系砂循環コンベア 更新工事 壬生町大字羽生田１３５０番地３ 指名競争 24,100,000 22,100,000
㈱新成エンジニアリ
ング

生活環境課

2 ごみ焼却施設 １・２系空気予熱器 改修工事 壬生町大字羽生田１３５０番地３ 指名競争 11,840,000 11,000,000三水プラント㈱ 生活環境課

3 ごみ焼却施設 №３ダスト搬送コンベア 更新工事 壬生町大字羽生田１３５０番地３ 指名競争 7,150,000 6,650,000昭和工機㈱ 生活環境課

平成30年8月31日入札

平成30年9月12日入札

平成30年9月27日入札

平成30年10月10日入札
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

4
ごみ焼却施設 高圧・低圧進相コンデンサ 及び直列リアクト
ル 修繕工事

壬生町大字羽生田１３５０番地３ 指名競争 6,990,000 6,780,000㈱水井 生活環境課

5 城址公園ホール 障害者用駐車場整備工事 壬生町本丸一丁目８番３３号 地内 指名競争 5,860,000 5,700,000佐藤工業㈱ 生涯学習課

6 生涯学習館ロビー・ホール空調機改修工事 壬生町落合三丁目５番３号 指名競争 1,780,000 1,700,000㈲大橋電気工事 生涯学習課

7
町単独農業農村整備事業 古川排水路雑木伐採等業務委
託

壬生町大字壬生乙 地内 指名競争 2,700,000 2,560,000㈱県南環境 農政課

8
壬生町子ども子育て支援事業 計画策定に係るニーズ調査
業務委託

壬生町全域 指名競争 2,450,000 1,170,000㈱アールピーアイ栃木 こども未来課

9 道路改良工事 町道3-139号線外 壬生町大字上稲葉 地内 指名競争 13,950,000 13,550,000稲葉建設㈱ 建設課

10舗装修繕工事 町道2-257号線 壬生町幸町二丁目 地内 指名競争 3,000,000 2,850,000
関東道路㈱栃木支
店

建設課

11舗装修繕工事 町道3-390号線 壬生町本丸二丁目 地内 指名競争 1,790,000 1,700,000大橋建設㈱ 建設課

12舗装修繕工事 認定外路線 壬生町大字安塚 地内 指名競争 1,540,000 1,500,000㈲楡木建設 建設課

13橋梁改築設計業務委託 1212-1号橋 壬生町大字七ツ石 地内 指名競争 5,650,000 5,350,000
開発虎ノ門コンサ
ルタント㈱宇都宮
営業所

建設課

14平成30年度 道路台帳補正業務委託 壬生町全域 指名競争 4,280,000 4,060,000
東日本総合計画㈱
宇都宮営業所

建設課

15
社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（稲葉処理
分区）その2工区

壬生町大字壬生甲 地内 指名競争 12,460,000 12,000,000大橋建設㈱ 下水道課

16公共下水道工事（北部処理区）その１工区 壬生町寿町 地内 指名競争 7,650,000 7,450,000㈲小田垣工業 下水道課

17国谷第二中継ポンプ場 圧送管改修設計業務委託 壬生町大字壬生丁 地内 指名競争 1,690,000 1,580,000㈱工藤設計 下水道課

18水処理センター 次亜塩素注入ポンプ分解整備修繕工事 壬生町おもちゃのまち五丁目 地内 指名競争 1,050,000 980,000
水ing㈱ 北関東営
業所

下水道課

19農業集落排水施設機器修繕工事 壬生町大字中泉 外地内 指名競争 4,180,000 4,100,000
宇都宮文化セン
ター㈱

下水道課

20壬生中学校 放送設備等修繕工事 壬生中学校 指名競争 9,160,000 8,820,000東京通信㈱ 学校教育課
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№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

21羽生田小学校 プール塗装改修工事 羽生田小学校 指名競争 7,140,000 7,000,000三水プラント㈱ 学校教育課

22小学校理科用備品 壬生小学校　外２校 指名競争 930,300 875,000
㈲イズミコーポレー
ション

学校教育課

23平成30年度 第14号工老朽管更新工事 壬生町大字助谷 地内 指名競争 23,570,000 22,800,000小林設備㈲ 水道課

24平成30年度 第15号工配水管布設工事 壬生町大字上稲葉 地内 指名競争 17,550,000 17,000,000㈲斉藤設備工業 水道課

25平成30年度 第16号工配水管布設工事 壬生町大字羽生田 地内 指名競争 8,950,000 8,680,000大渕工業㈱ 水道課

1 清掃センター管理棟屋上防水改修工事 壬生町大字羽生田１３５０番地３ 指名競争 7,300,000 7,070,000三水プラント㈱ 生活環境課

2 ごみ焼却施設排ガス処理装置清掃業務委託 壬生町大字羽生田１３５０番地３ 指名競争 1,700,000 1,540,000㈱新成エンジニアリング 生活環境課

3 公共下水道工事（北部処理区）その2工区 壬生町おもちゃのまち四丁目地内 指名競争 5,760,000 5,580,000㈱柏倉組 下水道課

4 浸水対策業務委託（北部第１０、１１排水区） 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 4,030,000 3,700,000日本水工設計㈱ 栃木事務所 下水道課

5 安塚小学校給食室電源増設工事 安塚小学校 指名競争 1,740,000 1,680,000和久井電機㈱ 学校教育課

6 デジタル印刷機 壬生小学校 指名競争 7,964 7,800㈲栃木大気堂 学校教育課

7 小中学校窓ガラス清掃業務委託 小中学校　１０校 指名競争 1,310,000 1,035,552㈱クリーンエスト 学校教育課

8 舗装修繕工事 町道2-500号線 壬生町大字安塚地内 指名競争 4,520,000 4,400,000㈲楡木建設 建設課

9 舗装修繕工事 町道2-112号線 壬生町大字上田地内 指名競争 1,720,000 1,650,000㈲町田建設 建設課

10橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 壬生町全域 指名競争 6,580,000 6,250,000
大日本コンサルタント
㈱ 宇都宮事務所

建設課

11平成３０年度第１８号工配水管布設工事 壬生町大字上稲葉地内 指名競争 14,520,000 14,000,000㈲松本管工設備 水道課

12平成３０年度第１９号工配水管布設工事 壬生町大字羽生田地内 指名競争 7,810,000 7,570,000小田垣総合設備㈱ 水道課

平成30年11月7日入札
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1 下水道管渠清掃業務委託 壬生町緑町二丁目外地内 指名競争 1,790,000 1,720,000
宇陽環境整備工業
㈱

下水道課

2 ベリーキッズクラブ外構工事　その２ 壬生町本丸二丁目地内 指名競争 2,520,000 2,460,000㈲小田垣工業 こども未来課

3 羽生田小学校 児童クラブ整備工事 壬生町大字羽生田2141番地1指名競争 4,420,000 4,250,000㈲早乙女工務店 こども未来課

4 総合運動場駐車場 詳細設計地質調査業務委託 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 6,520,000 6,200,000
㈱筑陽測量設計壬
生営業所

スポーツ振興課

5 平成30年度 第20号工 配水管布設工事 壬生町大字七ツ石地内 指名競争 16,740,000 16,200,000俊工設備工業㈱ 水道課

6 平成30年度 第21号工 配水管布設工事 壬生町大字羽生田地内 指名競争 4,940,000 4,790,000㈱水井 水道課

7 平成30年度 重要給水管更新実施設計業務委託 壬生町大字助谷地内 指名競争 3,790,000 3,580,000㈱工藤設計 水道課

1 壬生町新庁舎建設基本設計及び実施設計業務委託
壬生町大字壬生甲3841
番地１

プロポー
ザル

99,020,000 91,000,000㈱梓設計 新庁舎建設室

1 睦っ子児童クラブ整備設計業務委託 睦小学校地内 指名競争 2,950,000 2,800,000㈲甫坂設計 こども未来課

1
社会資本整備総合交付金事業 公共下水道舗装本復旧工
事（稲葉処理分区）

壬生町大字下稲葉地内 指名競争 12,870,000 12,300,000大橋建設㈱ 下水道課

2 農業集落排水施設機器修繕工事 その２ 壬生町大字藤井外地内 指名競争 750,000 700,000宇都宮文化センター㈱ 下水道課

3 史跡「車塚古墳」における倒木の伐採・搬出委託業務 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 3,610,000 3,400,000㈲篠原造園土木 生涯学習課

4 史跡「愛宕塚古墳」における倒木の伐採・搬出委託業務 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 710,000 660,000㈱県南環境 生涯学習課

5 ベリーキッズクラブ用備品 壬生町本丸二丁目地内 指名競争 1,570,410 1,545,000㈲イズミコーポレーション こども未来課

平成30年12月14日開札

平成30年12月18日入札

平成30年11月29日入札

平成31年1月17日入札
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6
平成30年度 壬生町総合公園陸上競技場 洋芝生ピックエア
レーション業務委託

壬生町総合公園陸上競技場 指名競争 800,000 750,000㈲篠原造園土木 都市計画課

7 舗装修繕工事 町道3-155号線 壬生町大字福和田地内 指名競争 2,570,000 2,450,000大橋建設㈱ 建設課

8 区画線修繕工事 町道2-242号線 壬生町幸町地内 指名競争 1,440,000 1,390,000㈲石村ライン工業 壬生支店 建設課

9 区画線修繕工事 町道2-224号線 壬生町幸町二丁目地内 指名競争 2,000,000 1,900,000交安興業㈱ 建設課

10南犬飼中学校 外線電話及び校内電話改修工事 南犬飼中学校 指名競争 6,010,000 5,780,000東京通信㈱ 学校教育課

11デジタル印刷機 壬生中学校 指名競争 8,000 7,800システム興産㈱ 学校教育課

12壬生東小学校 給食調理業務委託 壬生東小学校内 指名競争 46,530,000 34,650,000イートランド㈱ 学校教育課

13壬生北小学校 給食調理業務委託 壬生北小学校内 指名競争 21,120,000 19,800,000
シダックス大新東
ヒューマンサービス
㈱

学校教育課

14平成30年度 第22号工 老朽管更新工事 壬生町いずみ町地内 指名競争 3,750,000 3,600,000伊藤工業㈲ 水道課

15平成30年度 老朽管更新実施設計業務委託 壬生町いずみ町地内 指名競争 2,630,000 2,500,000三立調査設計㈱ 壬生支店 水道課

1 舗装修繕工事 町道1-128号線 壬生町大字北小林地内 指名競争 1,500,000 1,450,000㈲町田建設 建設課

2 雨水排水施設修繕工事 一級町道10号線 壬生町おもちゃのまち一丁目地内 指名競争 1,690,000 1,640,000㈲小田垣工業 建設課

1 生涯学習館 講座用パソコン等機器
壬生町落合三丁目５番３
号

指名競争 生涯学習課中止

平成31年2月22日入札

平成31年2月8日入札
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