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下水道課 土木一式 ２５神公下第１号工事 平泉東一丁目　地内 4,370,000 1 山田工業(有) 4,200 4,410 泉長建設（株） 4,320 (有)神栖管工設備 4,300 佐藤建設工業(株) 4,350 成東建設(株) 4,270

教育総務課 建築一式
波崎小学校普通教室ロッカー改修
工事

波崎８７５９番地 4,560,000 1 大和田土木(有) 4,400 4,620 (有)オクタ工務店 4,450 (有)しのづか 4,430 (有)宝山建設 4,480 宮内建設(株) 4,500

教育総務課 管工事
神栖第二中学校職員室空調設備
改修工事

平泉東1-60-1 3,400,000 1 三協ｸﾘｰﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株) 2,900 3,045 (株)鹿島コムカイ 無効 (株)高島工業 3,240

教育総務課 管工事
大野原西小学校職員室空調設備
改修工事

大野原5-1-45 2,930,000 1 (株)鹿島冷熱 2,700 2,835 (有)オーツキ 2,800 村上工業(株) 2,750

農林課 土木一式 ２５日川境樋門螺旋階段補修工事 日川 3,720,000 1 ﾀｲﾖｰ工業(株) 2,980 3,129 (株)総合ｲﾉﾍﾞｰﾄ 3,200 並木建設(株) 3,350

商工観光課 土木一式 ２５日川浜海水浴場環境整備工事 日川浜 4,600,000 1 (有)保立建設 4,300 4,515 飯田建設(有) 4,350 奥野谷浜産業(株) 4,460 (株)浜野ｻｰﾋﾞｽ 4,430 臨海緑化(株) 4,500

商工観光課 土木一式 ２５サンサンパーク環境整備工事 波崎豊ヶ浜 3,910,000 1 (有)長谷川土建 3,800 3,990 (有)重田建設 3,840 清定屋設備(株) 3,830 林工業(株) 3,850 (有)三浦建工 3,870

商工観光課 土木一式
２５波崎海水浴場詰所・監視塔・車
止め設置工事

波崎豊ヶ浜 1,650,000 1 ｻｶｴ電気商会 1,600 1,680 石橋興業 1,620 木内工業(株) 1,630

商工観光課 電気工事
２５日川浜海水浴場放送設備設置
工事

日川浜 1,340,000 1 赤妻電気(株) 1,290 1,354.5 (株)沼田電器 1,300 (有)平野電機 1,320

環境課 調査委託
２５大気中の浮遊粉じん及び粉じ
ん中の重金属調査業務委託

神栖市役所　外５箇所 1,977,000 1 (株)環境管理ｾﾝﾀｰ 1,480 1,554 (株)環境測定ｻｰﾋﾞｽ 1,950 ｸﾘﾀ分析ｾﾝﾀｰ(株) 辞退

環境課 調査委託 ２５工場排水調査業務委託 東和田　地内外 1,151,000 1
(一)茨城県薬剤師
会検査ｾﾝﾀｰ

1,100 1,155 (株)化研 1,130
(株)三菱化学ｱﾅﾘﾃｯ
ｸ

1,150

廃棄物対策課 調査委託
神栖市第一リサイクルプラザ作業
環境測定業務委託

南浜１－１０ 1,028,000 1 日鉄住金ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株) 630 661.5 いであ(株) 辞退 茨城ﾋﾞﾙ代行(株) 740

長寿介護課 実施設計
神栖市保健・福祉会館（別館）駐車
場整備工事設計監理業務委託

溝口 1,673,000 1 鹿島都市開発(株) 1,500 1,575 (株)三喜ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 1,600 (株)東国測量 1,620

教育総務課 実施設計
旧矢田部学校給食共同調理場解
体撤去工事設計業務委託

土合本町4-9809-2 754,000 1 茂木建築設計事務所 540 567 Kan建築設計事務所 680 藤代建築設計事務所 550

教育総務課 実施設計
旧若松幼稚園園舎解体撤去工事
設計業務委託

柳川４０９１番地６ 676,000 1 野口建築設計事務所 600 630 板垣建築設計事務所 600 湯浅建築設計 620 くじにより落札者決定

商工観光課 清掃委託 ２５波崎海岸清掃業務委託 波崎豊ヶ浜 2,544,000 1 (株)ﾀﾃﾉ総業 2,350 2,467.5 佐田リサイクル(有) 2,450 波崎クリーン(株) 2,400

商工観光課 清掃委託 ２５日川浜海岸清掃業務委託 日川浜 2,534,000 1 篠塚建設 2,450 2,572.5 麻生商事(株) 2,480 東部産業(株) 辞退

総務課 業務委託
第23回参議院議員通常選挙に係
るﾎﾟｽﾀｰ掲示場設置，保守管理等
業務委託

市内243箇所 2,721,000 1 (株)ﾀﾅｶ 2,430 2,551.5 (株)アレスコ 2,502.9 (株)東和 2,551.5

総務課 印刷製本
第23回参議院議員通常選挙広報
誌に係る印刷及び新聞折込業務
委託

神栖市内 1,526,000 1 (有)真和堂印刷 1,451.73 1,524.316 (有)岡野印刷 1,469.22 (有)おりかみ印刷 1,476.53 (株)開成堂 1,479 (有)鹿島三星社 1,492.03 みなと印刷 1,470.33

総務課 その他
第23回参議院議員通常選挙期日
前投票受付等人材派遣業務

溝口4991-5　外 1,714 1 昭和ｻｰﾋﾞｽ(株) 1.5 1.575 アデコ(株) 辞退 セバック(株) 2.560 テンプスタッフ(株) 辞退 (株)ﾊｰﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 辞退
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