
№ 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 三館設備保守管理業務 及び清掃管理業務委託
壬生町本丸一丁目８番３
３号　地内

指名競争 10,180,000 10,140,000 環境整備㈱ 生涯学習課

2 平成31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 10,980,000 10,200,000 ㈱リヴェール東洋 商工観光課

3 道路維持管理業務委託 壬生町全域 指名競争 8,630,000 8,400,000 大藤建設㈱ 建設課

4 総合運動場 日常清掃業務委託
壬生町大字壬生甲３８２８
番地

指名競争 859,000 852,000 ㈱鈴和 スポーツ振興課

5 平成31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 922,000 880,000
㈲栃木エコサービ
ス

都市計画課

6 平成31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 2,453,000 2,330,000
㈲栃木エコサービ
ス

都市計画課

7 平成31年度 城址公園 清掃業務委託 壬生町本丸地内 指名競争 2,080,000 1,980,000
㈲栃木エコサービ
ス

都市計画課

8
壬生小学校他３校 特別教室等空調機設置工事 設計監理
業務委託

壬生小学校他３校 指名競争 3,720,000 3,500,000
㈲大橋建築設計事
務所

学校教育課

9
稲葉小学校他３校 特別教室等空調機設置工事 設計監理
業務委託

稲葉小学校他３校 指名競争 3,500,000 3,320,000
梁島一級建築士事
務所

学校教育課

10
壬生中学校 特別教室等空調機設置工事 設計監理業務委
託

壬生中学校 指名競争 3,010,000 2,850,000
㈱オーガニックスタ
ジオ

学校教育課

11
南犬飼中学校 特別教室等空調機設置工事 設計監理業務
委託

南犬飼中学校 指名競争 3,370,000 3,200,000 ㈲甫坂設計 学校教育課

12 デジタル複写機 睦小学校外２校 指名競争 62,600 53,100 ㈱鹿沼教材社 学校教育課

13 壬生中学校 校舎管理業務委託 壬生中学校 指名競争 1,260,100 1,097,000
小山ビルサービス
㈱

学校教育課

14 南犬飼中学校 校舎管理業務委託 南犬飼中学校 指名競争 580,000 550,000 邦和理工㈱ 学校教育課

15 壬生町水道施設 維持管理業務委託 壬生町全域 指名競争 57,390,000 55,440,000
セントラル工業㈱栃
木営業所

水道課

1 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 1,021,000 970,000 ㈲山川造園 スポーツ振興課

平成31年3月27日入札

平成31年4月12日入札

－1－



№ 件　　　名 場　　　所 契約方法
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2 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 1,470,000 1,380,000 ㈲山川造園 スポーツ振興課

3
平成31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 5,000,000 4,850,000 ㈲山川造園 商工観光課

4 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

5 壬生町おもちゃ博物館 落水防止弁交換工事 壬生町大字国谷地内 指名競争 2,040,000 1,960,000 伊藤工業㈲ 商工観光課

6 平成31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 2,960,000 2,870,000 ㈲橋本造園 都市計画課

7 平成31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 6,040,000 5,880,000 ㈱川又造園 都市計画課

8 平成31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 4,580,000 4,430,000 ㈲篠原造園土木 都市計画課

9 平成31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 3,190,000 3,100,000 ㈱県南環境 都市計画課

10 平成31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 4,610,000 4,350,000 ㈲森田造園 都市計画課

11 平成31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 6,520,000 6,380,000 ㈲山川造園 都市計画課

12 平成31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 6,810,000 6,630,000 ㈱川又造園 都市計画課

13 平成31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 5,740,000 5,620,000 ㈲橋本造園 都市計画課

14 平成31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 4,720,000 4,600,000 ㈱県南環境 都市計画課

15 平成31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 4,260,000 4,120,000 ㈲篠原造園土木 都市計画課

16 平成31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 6,090,000 5,900,000 田崎造園㈱ 都市計画課

17 平成31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 3,410,000 3,300,000 ㈲栃木グリーン 都市計画課

18 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 1,080,000 1,000,000 田崎造園㈱ 都市計画課

19 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 1,040,000
（同）栃木県消防設
備保守協会

学校教育課
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20 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 620,000 560,000 田崎造園㈱ 総務課

21 壬生町清掃センター 焼却施設運転管理業務委託
壬生町大字羽生田1350
番地3

指名競争 5,087,500 4,782,000
セントラル工業㈱栃
木営業所

生活環境課

22 壬生町環境センター・クリーンセンター 運転管理業務委託
壬生町大字下稲葉2585
番地1、壬生町大字壬生
甲1955番地2

指名競争 4,107,500 2,377,500 ㈲リーベン 生活環境課

23 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 1,007,000 940,000 ㈱県南環境 生活環境課

24 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

25 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

26 三館周辺庭園 除草等管理業務委託
本丸一丁目８番３３号　地
内

指名競争 760,000 700,000 ㈲篠原造園土木 生涯学習課

27 城址公園ホール 防災複合盤更新工事設計業務委託 城址公園ホール内 指名競争 550,000 510,000 ㈱マガミ企画設計 生涯学習課

28 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 50,320 47,000
富士通リース㈱ 関
東支店

生涯学習課

29 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

30 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

31 用地測量業務委託 町道3-213号 壬生町本丸二丁目地内 指名競争 3,540,000 3,350,000
㈱八興 壬生営業
所

建設課

32 用地測量業務委託 町道2-319号 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 2,760,000 2,590,000 栃木中央測量㈱ 建設課

33 用地調査業務委託 二級町道53号 壬生町大字藤井地内 指名競争 1,640,000 1,550,000 日昌測量設計㈱ 建設課

34 土地評価業務委託 一級町道９号 壬生町大字北小林地内 指名競争 990,000 840,000 ㈱資産管理協会 建設課

35 町道植栽管理業務委託 一級３号線外
壬生町大字壬生甲地内
外

指名競争 1,740,000 1,670,000 ㈱県南環境 建設課

36 町道植栽管理業務委託 2-500号線外 壬生町大字安塚地内 指名競争 680,000 620,000 ㈱川又造園 建設課

37 町道植栽管理業務委託 3-170号線（その1） 壬生町本丸一丁目地内 指名競争 1,770,000 1,700,000 ㈲篠原造園土木 建設課
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38 町道植栽管理業務委託 3-170号線（その2） 壬生町本丸一丁目地内 指名競争 1,470,000 1,380,000 田崎造園㈱ 建設課

39 町道植栽管理業務委託 3-170号線（その3） 壬生町本丸二丁目地内 指名競争 560,000 500,000 ㈲篠原造園土木 建設課

40 子育て支援センターつばめ 改修工事設計監理業務委託 安塚1179番地地内 指名競争 1,240,000 1,180,000 ㈲甫坂設計 こども未来課

41 藤井小学校児童クラブ 整備電気設備工事 藤井1260番地 指名競争 1,600,000 1,540,000 和久井電機㈱ こども未来課

1 稲葉地区公民館 受変電設備等改修工事
壬生町大字上稲葉９３２
番地　地内

指名競争 1,880,000 1,800,000 ㈲大橋電気工事 生涯学習課

2 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

3
新庁舎建設関連 雨水処理施設実施設計 及び開発許認可
申請業務委託

壬生町大字壬生甲3841
番地1

指名競争 14,980,000 14,000,000 ㈱フケタ都市開発 新庁舎建設室

4 アドベンチャースライダー 外面塗装工事
壬生町大字羽生田２４１
番地

指名競争 2,420,000 2,370,000 三水プラント㈱ スポーツ振興課

5 流水プール連絡橋修繕工事
壬生町大字羽生田２４１
番地

指名競争 6,440,000 6,300,000 ㈲木野内組 スポーツ振興課

6 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 23,850,000 23,780,000
㈱フクシ・エンター
プライズ栃木営業
所

スポーツ振興課

7 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 2,370,000 昭和工機㈱ スポーツ振興課

8 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 1,050,000 ㈲篠原造園土木 スポーツ振興課

9 南部運動場 トイレ建設工事設計監理業務委託
壬生町大字壬生甲1951
番地1

指名競争 1,870,000 1,770,000
梁島一級建築士事
務所

スポーツ振興課

10 ごみ焼却施設 １・２系触媒反応塔下部ホッパー修繕工事
壬生町大字羽生田１３５０
番地３

指名競争 7,320,000 6,750,000
㈱新成エンジニアリ
ング

生活環境課

11 ごみ焼却施設 高圧真空電磁接触器改修工事
壬生町大字羽生田１３５０
番地３

指名競争 4,000,000 3,780,000 ㈲高山電気 生活環境課

12 ごみ焼却施設 １系焼却炉出口煙道耐火物修繕工事
壬生町大字羽生田１３５０
番地３

指名競争 3,210,000 3,040,000
京浜築炉工業㈱
小名浜営業所

生活環境課

13 ごみ焼却施設 ばい煙監視計保守点検業務委託
壬生町大字羽生田１３５０
番地３

指名競争 3,580,000 3,400,000 平成理研㈱ 生活環境課

令和元年５月１６日入札
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14 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 4,940,000 4,820,000 ㈲鈴木住建 こども未来課

15 第２期壬生町 子ども・子育て支援事業 計画策定業務委託 壬生町全域 指名競争 2,990,000 1,900,000 地域計画㈱ こども未来課

16 舗装修繕工事 町道1-166号線 壬生町大字羽生田地内 指名競争 4,990,000 4,840,000 ㈲楡木建設 建設課

17 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 4,080,000 3,950,000 大藤建設㈱ 建設課

18 公用車（軽バン） 壬生町通町地内 指名競争 826,770 610,000 鈴木自動車販売㈱ 総務課

19 地籍調査事務支援システム機器等 壬生町役場農政課 指名競争 89,300 80,600 ㈱ＪＥＣＣ 農政課

20 壬生町おもちゃ博物館 施設長寿命化計画策定業務 壬生町大字国谷地内 指名競争 1,890,000 1,800,000 ㈱フケタ設計 商工観光課

21 令和元年度 排水函渠築造工事 壬生町大字安塚地内 指名競争 10,370,000 10,200,000 ㈲小田垣工業 都市計画課

22 令和元年度 第1号工 配水管布設工事 壬生町大字上稲葉地内 指名競争 12,350,000 11,950,000 小林工業㈲ 水道課

23 令和元年度 第2号工 老朽管更新工事 壬生町大字安塚地内 指名競争 8,060,000 7,800,000 大渕工業㈱ 水道課

24 壬生町水安全計画策定業務委託
壬生町水道事業給水区
域内

指名競争 2,970,000 2,750,000 ㈱工藤設計 水道課

1 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 一般競争 32,140,000 31,200,000 ㈲市川工務店 建設課

2 平成３１年度南部配水場更新事業　配水池築造工事 壬生町大字壬生甲地内 一般競争 242,690,000 232,000,000 佐藤工業㈱ 水道課

3 平成３１年度南部配水場更新事業　電気・機械設備工事 壬生町大字壬生甲地内 一般競争 183,180,000 174,000,000
メタウォーター㈱首
都圏北部営業部

水道課

1 壬生中学校 夜間照明増設工事 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 12,390,000 11,900,000 ㈲大橋電気工事 スポーツ振興課

2
社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（北部第十
一排水区）その１工区

壬生町大字安塚地内 指名競争 17,480,000 16,900,000 ㈲中山工業 下水道課

令和元年５月３１日入札

令和元年５月２２日入札

中止
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3
社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（北部第十
一排水区）その2工区

壬生町大字安塚地内 指名競争 17,900,000 17,350,000 ㈲山川建設 下水道課

4 マンホール蓋更新工事（壬生処理分区）その１工区 壬生町元町外地内 指名競争 1,820,000 1,770,000 ㈲小田垣工業 下水道課

5 令和元年度 聖地公園園路舗装工事 壬生町大字国谷地内 指名競争 13,890,000 13,400,000 大橋建設㈱ 都市計画課

6 令和元年度 総合公園進入路東側 剪定業務委託 壬生町大字国谷地内 指名競争 1,380,000 1,320,000 田崎造園㈱ 都市計画課

7
令和元年度 東雲公園公衆トイレ新築工事 設計監理業務委
託

壬生町大字壬生甲地内 指名競争 1,910,000 1,820,000 ㈲甫坂設計 都市計画課

8
令和元年度 冠水軽減対策事業 設計及び地質調査業務委
託

壬生町いずみ町及び大
字壬生丁地内

指名競争 3,970,000 3,770,000
㈱栃木県用地補償コン
サルタント 壬生営業所 都市計画課

9 道路改良工事 町道2-306号線
壬生町おもちゃのまち地
内

指名競争 16,220,000 15,700,000 ㈲町田建設 建設課

10 道路改良工事 町道3-189号線 壬生町大字藤井地内 指名競争 7,410,000 7,180,000 ㈲出井建設 建設課

11 測量設計業務委託 二級町道59号線 壬生町至宝一丁目地内 指名競争 6,360,000 6,050,000
㈱栃木県用地補償コン
サルタント 壬生営業所 建設課

12
ごみ焼却施設 粗大ごみ切断機圧縮ブロック及び切断刃修
繕工事

壬生町大字羽生田地内 指名競争 4,410,000 4,300,000 三水プラント㈱ 生活環境課

13 壬生町環境センター 処理場残量推定調査業務委託 壬生町大字下稲葉地内 指名競争 1,610,000 1,520,000 平成理研㈱ 生活環境課

14
宇都宮地域 循環型社会形成推進地域 計画策定支援業務
委託

宇都宮地域（宇都宮市、
上三川町、壬生町）

指名競争 2,400,000 2,200,000
㈱エイト日本技術
開発北関東支店

生活環境課

15 安塚小学校非構造部材（天井落下物等）耐震補強工事 壬生町大字安塚地内 指名競争 3,670,000 3,570,000 稲葉建設㈱ 学校教育課

16 南犬飼中学校 特別教室等 空調機設置工事 壬生町大字北小林地内 指名競争 27,430,000 26,200,000 和久井電機㈱ 学校教育課

17 壬生中学校 特別教室等 空調機設置工事 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 25,750,000 24,900,000 ㈱水井 学校教育課

18 小学校パソコン等（更新）
壬生町本丸二丁目地内
外

指名競争 288,774 267,500 ㈱ＪＥＣＣ 学校教育課

19 中学校パソコン等（更新）
壬生町大字壬生甲地内
外

指名競争 767,502 710,200 ㈱ＪＥＣＣ 学校教育課

20 小中学校給食用備品 壬生町大字安塚地内外 指名競争 4,542,630 4,500,000
㈲永見厨房サービ
ス

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 小中学校給食棟 給排気関連機器 清掃点検業務委託
壬生町本丸二丁目地内
外

指名競争 800,000 710,000 ㈱クリーンエスト 学校教育課

22
令和元年度 国道121号道路工事に伴う切廻実施設計業務
委託

壬生町大字上田地内 指名競争 3,240,000 3,000,000 ㈱工藤設計 水道課

23 令和元年度 漏水調査業務委託 壬生町大字安塚地内 指名競争 1,940,000 1,800,000
フジ地中情報㈱東
京支店

水道課

1 壬生小学校外1校 特別教室等 空調機設置工事
壬生町本丸二丁目、大字
藤井地内

指名競争 12,820,000 12,300,000 ㈲井手電機商会 学校教育課

2 壬生東小学校外1校 特別教室等 空調機設置工事
壬生町落合三丁目、大字
壬生丁地内

指名競争 14,850,000 14,200,000
㈲シバラエンジニア
リング

学校教育課

3 稲葉小学校外1校 特別教室等 空調機設置工事
壬生町大字上稲葉、大字
羽生田地内

指名競争 10,760,000 10,300,000 ㈲大橋電気工事 学校教育課

4 安塚小学校外1校 特別教室等 空調機設置工事
壬生町大字安塚、大字北
小林地内

指名競争 13,840,000 13,150,000
㈲シバラエンジニア
リング

学校教育課

1
社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（北部第三
排水区）

壬生町大字安塚地内 一般競争 291,750,000 277,000,000
佐藤工業・稲葉建設特
定建設工事共同企業体 下水道課

2 公共下水道工事（北部処理区）その１工区
壬生町おもちゃのまち五
丁目地内

一般競争 31,450,000 30,500,000 大藤建設㈱ 下水道課

3 睦っ子児童クラブ建設工事 壬生町大字壬生丁地内 一般競争 51,950,000 50,500,000 大島建設工業㈱ こども未来課

4 令和元年度排水管路築造工事その１工区 壬生町大字壬生丁地内 一般競争 35,970,000 34,900,000 ㈲山川建設 都市計画課

1 みぶハイウェーパーク 園路照明整備工事 壬生町大字国谷地内 指名競争 4,020,000 3,890,000 和久井電機㈱ 商工観光課

2 軟式野球・ソフトボール用 簡易防球フェンス 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 1,364,000 1,146,000 ㈲ノザワスポーツ スポーツ振興課

3 城址公園ホール 防災複合盤更新工事 壬生町本丸一丁目地内 指名競争 7,690,000 7,200,000
佐藤防災サービス
㈱

生涯学習課

4 庁内ネットワーク用 情報機器リース 壬生町通町地内外 指名競争 860,600 778,900
NTTファイナンス㈱
関東支店

総合政策課

令和元年７月１０日入札

令和元年６月２０日入札

令和元年７月３日入札
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予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

5 公用車（軽キャブバン）２台 壬生町通町地内 指名競争 2,063,820 1,590,000 ㈲愛輪
都市計画課・下
水道課

6 舗装修繕工事 町道2-320号線 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 4,030,000 3,900,000 ㈲山川建設 建設課

7 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 1,040,000 980,000 ㈲橋本造園 建設課

8
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

壬生町大字壬生甲地内 指名競争 10,600,000 10,300,000 ㈲小田垣工業 下水道課

9 壬生小学校 トイレ洋式化工事 設計監理業務委託 壬生町本丸二丁目地内 指名競争 2,480,000 2,350,000
㈲大橋建築設計事
務所

学校教育課

10 壬生中学校 トイレ洋式化工事 設計監理業務委託 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 3,100,000 2,950,000
梁島一級建築士事
務所

学校教育課

11 各小中学校 校務支援システム及び情報機器
壬生町本丸二丁目地内
他

指名競争 911,340 897,000 ㈱ＪＥＣＣ 学校教育課

12
清掃センター 基幹的設備改良工事に係る 発注仕様書作成
等業務委託

壬生町大字羽生田地内 指名競争 8,620,000 7,950,000
㈱エイト日本技術
開発北関東支店

生活環境課

13 むつみの森、ドリームキッズ改修工事 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 21,000,000 20,200,000 三水プラント㈱ 健康福祉課

14 子育て支援センターつばめ改修工事 壬生町大字安塚地内 指名競争 18,600,000 18,200,000 ㈲玉田材木店 こども未来課

15 令和元年度 第4号工 老朽管更新工事 壬生町大字助谷地内 指名競争 27,190,000 26,300,000 小林設備㈲ 水道課

16 令和元年度 第5号工 配水管布設工事 壬生町大字七ツ石地内 指名競争 18,500,000 17,900,000 ㈲斉藤設備工業 水道課

17 令和元年度 第6号工 配水管布設工事 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 3,580,000 3,450,000 小田垣総合設備㈱ 水道課

1
史跡「車塚古墳」・「牛塚古墳」・「愛宕塚古墳」保存活用計画
書策定業務委託

壬生町大字壬生甲地内 指名競争 1,540,000 1,450,000 ㈲ウッドサークル 生涯学習課

2 令和元年度 地形図更新業務委託 壬生町地内 指名競争 1,590,000 1,490,000
㈱ナカノアイシステ
ム 北関東支店

都市計画課

3
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 18,680,000 18,100,000 ㈲中山工業 下水道課

4
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 24,580,000 23,800,000 ㈲町田建設 下水道課

令和元年８月２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

5 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 4,452,100 4,380,000
宇都宮文化セン
ター㈱

下水道課

6 安塚小学校 第二増設校舎賃貸借 壬生町大字安塚地内 指名競争 学校教育課

7 小学校給食用食器類
壬生町本丸二丁目地内
外

指名競争 821,800 818,000
（公財）栃木県学校
給食会

学校教育課

8 舗装修繕工事 町道2-358号線 壬生町いずみ町地内 指名競争 2,820,000 2,700,000 ㈲山川建設 建設課

9 睦地区コミュニティセンター 耐震診断業務委託 壬生町幸町一丁目地内 指名競争 580,000 550,000
㈱オーガニックスタ
ジオ

生活環境課

10 令和元年度 第7号工 舗装復旧工事 壬生町大字羽生田地内 指名競争 8,280,000 8,050,000 大橋建設㈱ 水道課

11 令和元年度 第8号工 配水管布設工事 壬生町大字七ツ石地内 指名競争 12,170,000 11,800,000 俊工設備工業㈱ 水道課

12 令和元年度 北部第1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 8,740,000 8,000,000
メタウォーター㈱ 首
都圏北部営業部

水道課

1 睦っ子児童クラブ建設工事監理業務委託 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 1,470,000 1,400,000 ㈲甫坂設計 こども未来課

2
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3工区

壬生町大字壬生甲地内 指名競争 11,890,000 11,500,000 ㈲出井建設 下水道課

3
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

壬生町落合三丁目地内 指名競争 1,940,000 1,880,000 大渕工業㈱ 下水道課

4
社会資本整備総合交付金事業 公共下水道マンホールポン
プ施設設置工事（北部処理区）

壬生町落合三丁目地内 指名競争 10,620,000 10,250,000 三水プラント㈱ 下水道課

5
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）その1工区

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 26,490,000 25,700,000 大藤建設㈱ 下水道課

6
農業集落排水事業 黒川東部地区舗装復旧工事　認定外路
線外

壬生町大字福和田地内 指名競争 2,170,000 2,100,000 佐藤工業㈱ 下水道課

7
社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事 町道2-279号
その１

壬生町おもちゃのまち一
丁目地内

指名競争 14,660,000 14,250,000 ㈲楡木建設 建設課

8 舗装修繕工事 一級町道11号線
壬生町おもちゃのまち地
内

指名競争 20,700,000 20,050,000 ㈲山川建設 建設課

9 舗装修繕工事 町道3-283号線外 壬生町落合地内 指名競争 13,530,000 13,000,000
関東道路㈱栃木支
店

建設課

令和元年８月２７日入札

中止
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予定価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札（決定）者 担当課

10 令和元年度 道路台帳補正業務委託 壬生町全域 指名競争 4,400,000 4,180,000
東日本総合計画㈱
宇都宮営業所

建設課

11
令和元年度 総合公園陸上競技場 芝生インターシード業務
委託

壬生町大字国谷地内 指名競争 830,000 800,000 ㈱県南環境 都市計画課

12
壬生町環境センター柱上気中開閉器・真空遮断器・過電流
継電器更新工事

壬生町大字下稲葉地内 指名競争 2,168,000 2,100,000 ㈱水井 生活環境課

13 公用車（軽バン） 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 1,011,410 810,000 鈴木自動車販売㈱ 生活環境課

14 令和元年度 第9号工 老朽管更新工事 壬生町いずみ町地内 指名競争 3,810,000 3,650,000 ㈱水井 水道課

15 令和元年度 第10号工 老朽管更新工事
壬生町おもちゃのまち二
丁目地内

指名競争 4,110,000 3,990,000 伊藤工業㈲ 水道課

1
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１

壬生町大字藤井地内 一般競争 35,410,000 34,400,000 稲葉建設㈱ 建設課

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 一般競争 34,130,000 33,100,000 ㈲市川工務店 建設課

3 舗装修繕工事　町道３-１８３号線 壬生町通町地内 一般競争 29,120,000 28,300,000 大橋建設㈱ 建設課

1
社会資本整備総合交付金事業 公共下水道工事（北部第十
一排水区）その3工区

壬生町大字安塚地内 指名競争 10,410,000 10,000,000 ㈲中山工業 下水道課

2
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3工区

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 9,760,000 9,450,000 ㈲小田垣工業 下水道課

3 雨水管渠実施設計（修正）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 2,530,000 2,400,000
㈱栃木県用地補償コン
サルタント 壬生営業所 下水道課

4 汚水管渠実施設計（修正）業務委託（北部処理区） 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 2,450,000 2,300,000
協和測量設計㈱壬
生営業所

下水道課

5
ごみ焼却施設 １・２系№２ダスト搬送コンベア及び白煙防止
用空気加熱器修繕工事

壬生町大字羽生田地内 指名競争 16,370,000 15,870,000 三水プラント㈱ 生活環境課

6
ごみ焼却施設 ダスト定量供給機及び供給・振分コンベア更
新工事

壬生町大字羽生田地内 指名競争 9,300,000 8,700,000 昭和工機㈱ 生活環境課

7 壬生町南部運動場トイレ建設工事 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 18,700,000 18,300,000 ㈲早乙女工務店 スポーツ振興課

令和元年10月９日入札

令和元年８月３０日入札
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予定価格
（税抜き）
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（税抜き）

落札（決定）者 担当課

8 舗装修繕工事 認定外路線 壬生町大字福和田地内 指名競争 2,790,000 2,680,000 大橋建設㈱ 建設課

9 舗装修繕工事 町道3-151号線 壬生町落合一丁目地内 指名競争 1,610,000 1,560,000 ㈲楡木建設 建設課

10
社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事 町道2-279号
線 その２

壬生町おもちゃのまち一
丁目地内

指名競争 18,060,000 17,600,000 ㈲町田建設 建設課

11 小学校理科用物品 壬生町大字藤井地内外 指名競争 980,194 893,000
㈲イズミコーポレー
ション

学校教育課

12 令和元年度 第12号工 配水管布設工事 壬生町大字七ツ石地内 指名競争 17,920,000 17,350,000 ㈲斉藤設備工業 水道課

13 令和元年度 第13号工 配水管布設工事 壬生町大字七ツ石地内 指名競争 16,140,000 15,600,000 小林設備㈲ 水道課

14 令和元年度 第14号工 老朽管更新工事 壬生町大字助谷地内 指名競争 25,010,000 24,250,000 小林工業㈲ 水道課

15 令和元年度 第15号工 老朽管更新工事 壬生町大字安塚地内 指名競争 2,090,000 2,020,000 小田垣総合設備㈱ 水道課

1 壬生町総合運動場駐車場整備工事 壬生町大字壬生甲地内 一般競争 37,880,000 36,700,000 大橋建設㈱ スポーツ振興課

1
ごみ焼却施設１・２系給じん装置用油圧ユニット及び空気加
熱器修繕工事

壬生町大字羽生田地内 指名競争 19,410,000 18,010,000
㈱新成エンジニアリ
ング

生活環境課

2 舗装修繕工事 町道3-225号線 壬生町大字壬生乙地内 指名競争 5,600,000 5,450,000 稲葉建設㈱ 建設課

3 舗装修繕工事 町道2-404号線 壬生町大字安塚地内 指名競争 3,550,000 3,450,000 佐藤工業㈱ 建設課

4 橋梁整備工事 1212-1号橋 壬生町大字七ツ石地内 指名競争 11,370,000 11,000,000 ㈲楡木建設 建設課

5
社会資本整備総合交付金事業 交通安全施設整備工事 二
級町道70号線

壬生町大字助谷地内 指名競争 9,320,000 9,000,000 ㈲木野内組 建設課

6 小中学校窓ガラス清掃業務委託
壬生町本丸二丁目地内
外

指名競争 1,220,000 1,035,552 ㈱クリーンエスト 学校教育課

7 令和元年度東雲公園公衆トイレ新築工事 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 18,480,000 18,000,000 大島建設工業㈱ 都市計画課

令和元年１０月３１日入札

令和元年1１月６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 令和元年度排水管路築造工事　その２工区 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 18,040,000 17,500,000 ㈲山川建設 都市計画課

9 令和元年度用水路付替工事 壬生町大字安塚地内 指名競争 1,980,000 1,940,000 ㈲小田垣工業 都市計画課

10 №１汚泥脱水機凝集槽撹拌機修繕工事
壬生町おもちゃのまち五
丁目地内

指名競争 3,100,000 2,790,000
水ingエンジニアリン
グ㈱ 首都圏支店

下水道課

11 駐車場用地測量業務委託 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 2,260,000 2,130,000 栃木中央測量㈱ 総務課

12 令和元年度第16号工配水管布設工事 壬生町大字七ツ石地内 指名競争 5,190,000 5,030,000 大渕工業㈱ 水道課

13
令和元年度第17号工国道121号道路改良工事に伴う配水
管切廻し工事

壬生町大字上田地内 指名競争 5,530,000 5,300,000 ㈱水井 水道課

14 令和元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 9,700,000 9,200,000 ㈱工藤設計 水道課

1 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託 壬生町全域 指名競争 1,480,000 1,090,000
㈱アールピーアイ
栃木

健康福祉課

2 道路改良工事　町道2-301号線
壬生町おもちゃのまち二
丁目地内

指名競争 5,800,000 5,650,000 大藤建設㈱ 建設課

3 舗装修繕工事　町道2-495号線 壬生町大字安塚地内 指名競争 1,870,000 1,820,000 ㈱柏倉組 建設課

4 町単独道路災害復旧工事　二級町道55号線外 壬生町大字上稲葉地内 指名競争 2,990,000 2,900,000 大橋建設㈱ 建設課

5 町単独道路災害復旧工事　二級町道66号線外 壬生町大字上田地内 指名競争 7,280,000 7,100,000 ㈲町田建設 建設課

6 道路災害復旧工事　一級町道９号線 壬生町大字北小林地内 指名競争 6,800,000 6,650,000 ㈲小田垣工業 建設課

7 橋梁改築設計業務委託 1211-1号橋 壬生町大字七ツ石地内 指名競争 4,450,000 4,190,000
開発虎ノ門コンサルタ
ント㈱宇都宮営業所

建設課

8 用地調査業務委託 町道3-213号線 壬生町本丸二丁目地内 指名競争 2,460,000 2,330,000
㈱八興 壬生営業
所

建設課

9 令和元年度東雲公園園路・フェンス災害復旧工事 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 1,410,000 1,320,000 ㈱川又造園 都市計画課

10 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 2,440,000 2,300,000
㈲関東実行セン
ター

下水道課

令和元年１１月２９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

11 北部第二雨水幹線川裏部災害復旧工事 壬生町安塚地内 指名競争 2,550,000 2,470,000 小林工業㈲ 下水道課

12 旧管理棟内汚泥監視計器修繕工事
壬生町おもちゃのまち５
丁目地内

指名競争 2,530,000 2,400,000 太陽計測㈱ 下水道課

13 無停電電源装置（UPS)ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換修繕工事
壬生町おもちゃのまち５
丁目地内

指名競争 1,750,000 1,600,000
日新電機㈱東京支
社

下水道課

14 国谷第二中継ポンプ場圧送管修繕工事 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 13,300,000 13,150,000
荏原実業㈱ 栃木
事務所

下水道課

15 壬生町クリーンセンター汚泥掻寄機修繕工事 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 2,010,000 1,875,000
㈱新成エンジニアリ
ング

生活環境課

16 壬生東小学校北校舎避難階段改修工事 壬生町落合三丁目地内 指名競争 2,050,000 1,950,000 ㈲玉田材木店 学校教育課

17 壬生中学校トイレ洋式化工事 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 26,980,000 26,150,000 ㈲斉藤設備工業 学校教育課

1 新庁舎建設関連雨水処理施設整備工事 壬生町大字壬生甲地内 一般競争 63,920,000 62,000,000 ㈲町田建設 新庁舎建設室

1 生涯学習館　講堂空調機更新工事 壬生町落合三丁目地内 指名競争 4,980,000 4,800,000 ㈲大橋電気工事 生涯学習課

2 壬生小学校トイレ洋式化工事 壬生町本丸二丁目地内 指名競争 19,670,000 19,050,000 俊工設備工業㈱ 学校教育課

3 ごみ焼却施設排ガス処理装置清掃業務委託 壬生町大字羽生田地内 指名競争 1,700,000 1,530,000 ㈱新成エンジニアリング 生活環境課

4 測量業務委託　江川 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 3,550,000 3,350,000
㈱栃木県用地補償コン
サルタント 壬生営業所 建設課

5 令和元年度北部第5水源取水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備更新工事 壬生町大字安塚地内 指名競争 3,410,000 3,200,000
荏原商事㈱ 栃木営業
所 水道課

1 睦っ子児童クラブ用備品 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 920,950 898,000
㈲イズミコーポレー
ション

こども未来課

2 壬生町クリーンセンター浄化槽破砕ポンプ分解修繕工事 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 1,740,000 1,700,000 三水プラント㈱ 生活環境課

令和２年１月１７日入札

令和元年１２月６日入札

令和元年１２月１９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 稲葉小学校外２校トイレ洋式化工事設計監理業務委託
壬生町大字上稲葉地内
外

指名競争 3,070,000 2,900,000
㈱オーガニックスタ
ジオ

学校教育課

4 稲葉小学校給食共同調理場給食調理・配送・配膳業務委託
壬生町大字上稲葉地内
外

指名競争 55,770,000 52,470,000
シダックス大新東
ヒューマンサービス㈱

学校教育課

5 町単独道路災害復旧工事　町道1-170号線外 壬生町大字羽生田地内 指名競争 5,270,000 5,120,000 ㈲木野内組 建設課

6 道路災害復旧工事　町道3-449号線外 壬生町大字福和田地内 指名競争 4,890,000 4,700,000 ㈲中山工業 建設課

7 道路災害復旧工事　町道2-418号線 壬生町大字助谷地内 指名競争 2,020,000 1,970,000 ㈲木野内組 建設課

8 町単独道路災害復旧工事　町道2-169号線外 壬生町大字北小林地内 指名競争 2,190,000 2,100,000 小林工業㈲ 建設課

9 道路災害復旧工事　町道2-552号線 壬生町大字北小林地内 指名競争 1,680,000 1,620,000 ㈲楡木建設 建設課

10 道路災害復旧工事　町道1-324号線 壬生町大字福和田地内 指名競争 7,150,000 6,950,000 ㈲市川工務店 建設課

11 舗装修繕工事　町道2-130号線 壬生町大字安塚地内 指名競争 7,550,000 7,350,000 ㈲山川建設 建設課

12 用地調査業務委託　町道2-319号線 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 870,000 820,000 栃木中央測量㈱ 建設課

13 水路清掃業務委託　町道3-170号線（北側） 壬生町本丸一丁目地内 指名競争 660,000 620,000 ㈲栃木グリーン 建設課

1
令和元年10月台風第19号災害561・34/361農業用施設・農
地復旧工事

壬生町大字安塚地内 指名競争 6,940,000 6,700,000 ㈱柏倉組 農政課

2
令和元年10月台風第19号災害513/361農業用施設復旧工
事

壬生町大字上田地内 指名競争 4,930,000 4,800,000 ㈲小田垣工業 農政課

3
令和元年10月台風第19号災害519・11・15/361農業用施設・
農地復旧工事

壬生町大字助谷地内 指名競争 18,770,000 18,500,000 大藤建設㈱ 農政課

4
令和元年10月台風第19号災害575/361農業用施設復旧工
事

壬生町大字北小林地内 指名競争 6,460,000 6,250,000 ㈲出井建設 農政課

5 令和元年10月台風第19号災害23・24/361農地復旧工事 壬生町大字福和田地内 指名競争 6,130,000 5,950,000 大橋建設㈱ 農政課

6 新庁舎建設関連　基盤整備（樹木伐採等）工事 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 6,090,000 5,780,000 ㈱川又造園 新庁舎建設室

令和２年１月２９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 令和元年10月台風第19号災害5/361農地復旧工事 壬生町大字福和田地内 指名競争 36,800,000 35,900,000 大橋建設㈱ 農政課

2
令和元年10月台風第19号災害508/361農業用施設復旧工
事

壬生町大字福和田地内 指名競争 2,970,000 2,900,000 ㈲中山工業 農政課

3
令和元年10月台風第19号災害509・584/361農業用施設復
旧工事

壬生町大字福和田地内 指名競争 1,640,000 1,580,000 ㈲木野内組 農政課

4 令和元年10月台風第19号災害21/361農地復旧工事 壬生町大字上稲葉地内 指名競争 15,660,000 15,300,000 佐藤工業㈱ 農政課

5 令和元年10月台風第19号災害39・42/361農地復旧工事 壬生町大字上稲葉地内 指名競争 8,300,000 8,150,000 ㈲楡木建設 農政課

6
令和元年10月台風第19号災害574/361農業用施設復旧工
事

壬生町大字安塚地内 指名競争 1,820,000 1,780,000 ㈱柏倉組 農政課

7
都市施設等災害復旧工事壬生町黒川の里ふれあいプール
機械設備

壬生町大字羽生田地内 指名競争 15,460,000 13,980,000 昭和工機㈱ スポーツ振興課

8
都市施設等災害復旧工事壬生町黒川の里ふれあいプール
電気設備

壬生町大字羽生田地内 指名競争 16,010,000 15,450,000 ㈲大橋電気工事 スポーツ振興課

9 令和元年度　公園災害復旧ふれあい交流館建築工事 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 7,160,000 6,950,000 佐藤工業㈱ 都市計画課

10 令和元年度　公園災害復旧ふれあい交流館電気設備工事 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 6,820,000 6,590,000 和久井電機㈱ 都市計画課

11 令和元年度　公園災害復旧ふれあい交流館空調設備工事 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 17,200,000 16,700,000 小林工業㈲ 都市計画課

12 令和元年度　公園災害復旧ふれあい交流館給湯設備工事 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 13,290,000 12,790,000 平成理研㈱ 都市計画課

13
令和元年度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

壬生町大字国谷地内 指名競争 810,000 770,000 ㈲篠原造園土木 都市計画課

14 壬生町クリーンセンター予備貯留槽清掃委託 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 684,500 650,000 勝田環境㈱ 生活環境課

15 令和元年度老朽管更新実施設計業務委託 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 2,460,000 2,300,000 ㈱工藤設計 水道課

1 橋梁災害復旧工事 一級町道６号線（通学橋） 壬生町大字羽生田地内 指名競争 22,350,000 21,700,000 稲葉建設㈱ 建設課

令和２年２月７日入札

令和２年２月１４日入札
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2 道路災害復旧工事 町道1-166号線 壬生町大字羽生田地内 指名競争 6,870,000 6,650,000 ㈲町田建設 建設課

3 倒木撤去工事 江川 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 5,390,000 5,200,000 ㈲栃木グリーン 建設課

4
都市施設等災害復旧工事壬生町黒川の里ふれあいプール
工事監理業務委託

壬生町大字羽生田地内 指名競争 870,000 820,000
梁島一級建築士事務
所

スポーツ振興課

1 令和元年10月台風第19号災害22/361農地復旧工事 壬生町大字上稲葉地内 指名競争 3,360,000 3,260,000 ㈲木野内組 農政課

2
令和元年10月台風第19号災害552/361農業用施設復旧工
事

壬生町大字上稲葉地内 指名競争 3,790,000 3,630,000 小林さく井工業㈱ 農政課

令和２年２月２５日入札
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