は前回までの公表分

令和4年3月10日

入札結果
委託件名

落札業者

落札金額（税抜・円）

1 ホームページ用市報編集業務委託

（株）ネクシモ

2 環境基本計画策定業務委託

リバーホールディングス㈱

¥2,620,000

¥798,000

3 ペットボトル収集運搬業務委託

（有）日高産業

¥2,369,000

4 紙箱類収集運搬等業務委託

（株）海野商店

¥1,326,000

5 使用済み紙おむつ収集運搬業務委託

（有）日高産業

6 委第建2号 諏訪小学校測量調査業務委託

株式会社山形測量

¥2,000,000

7 運動公園野球場改築工事測量調査業務委託

（有）グリーン都市開発設計

¥5,760,000

8 運動公園野球場改築工事地質調査業務委託

（株）地研コンサルタンツ日立営業所

¥7,750,000

9 委第理（道）1号 路面清掃作業業務委託

滑川建材工業

¥5,900,000

10 委第理（道）2号 道路等環境整備業務委託

（有）宮田建設

¥8,580,000

11 委第理（道）3号 ｺﾐｭﾆﾃｨ推進協議会関係地域清掃土砂等回収業務委託 マックス工業（株）
12 本庁舎等清掃業務委託
令和4年3月9日

（株）アビック日立営業所

¥992,970

¥1,680,000
¥53,460,000

入札結果
委託件名

落札業者

落札金額（税抜・円）

1 助川小学校外機械警備業務委託

新安全警備保障（株）

¥14,652,000

2 櫛形小学校外機械警備業務委託

新安全警備保障（株）

¥1,944,000

3 保育園消防用設備保守点検委託

北関東防災工業（株）

¥453,000

4 北部学校給食共同調理場消防用設備保守点検委託

（株）太陽防設

¥855,000

5 各小中学校 消防用設備保守点検委託

（株）アメニティ・ジャパン日立支店

¥220,000

6 調理場清掃業務委託

（株）トータル・ワーク日立営業所

¥22,000,000

7 調理場清掃業務委託

（株）トータル・ワーク日立営業所

¥11,880,000

8 調理場清掃業務委託

（株）トータル・ワーク日立営業所

¥10,120,000

9 大甕駅東西自由通路清掃業務委託

（株）小宮山興業

10 都市公園等公衆便所清掃業務委託

（株）ニッカン

¥1,700,000
¥11,420,000

11 大甕駅東西口駅前広場清掃業務委託

（株）小宮山興業

¥1,620,000

12 委第清セ４１９号 汚水槽清掃業務委託

（株）ニッカン

¥2,000,000

13 各学校浄化槽維持管理委託

（株）アビック日立営業所

14 委第衛浄4-2号 戸別合併処理浄化槽 保守点検業務委託

（株）ニッカン

¥4,950,000

15 ヘルプデスク業務委託

エイチ・シー・ネットワークス（株）茨城支店

¥1,968,000

16 南高野調理場 排水処理油分離槽 維持管理委託

（株）タケムラ

¥2,725,000

令和4年3月8日

¥670,000

入札結果
委託件名

落札業者

落札金額（税抜・円）

1 本庁舎敷地等植栽管理業務委託

（株）伊藤住設

¥930,000

2 委第衛東４－１号 東平霊園 除草、清掃及び樹木剪定等業務委託

（有）田柳造園

¥2,980,000

3 委第衛鞍４－５号 鞍掛山霊園植栽管理業務（その２）委託

（株）林造園

¥2,780,000

4 奥日立きららの里特定外来生物駆除業務委託

（有）小林農園

¥7,000,000

5 ハイキングコース安全点検及び管理業務委託

（株）水庭農園

¥960,000

6 十王支所植栽等維持管理委託

（株）林造園

¥850,000

7 委第清セ６２１号 滑川山（公共）水質検査業務委託

（株）環境分析センター

¥690,000

8 委第清セ６１２号 滑川山（一廃）水質検査業務委託

（株）環境分析センター

¥1,100,000

常磐開発（株）茨城営業所

¥846,700

10 委第清セ６３２号 東大沼処分場地下水等水質検査業務委託

9 委第清セ４０６号 下水道放流水調査委託

（株）環境分析センター

¥840,000

11 大気汚染経年調査委託

一般社団法人 茨城県環境管理協会

¥690,000

12 委第清セ４１１号 ダイオキシン類測定調査業務委託

東京テクニカル・サービス（株）茨城支店

¥2,540,000

令和4年3月4日

入札結果
委託件名

落札業者

落札金額（税抜・円）

1 通園用車両運行業務委託

電鉄タクシー（株）

2 日立特別支援学校スクールバス運行管理業務（その２）委託

茨城交通（株）日立オフィス

¥1,458,000
¥4,776,416

3 中里スクールバス運行管理業務委託

椎名観光バス（株）

¥6,948,180

4 日立特別支援学校スクールバス運行管理業務委託

運行マネジメントサービス（株）茨城支社

5 北部学校給食共同調理場空調・換気設備保守点検委託

（株）茨城興産日立営業所

6 十王図書館空調設備保守点検業務委託

飯村機電工業（株）

¥1,200,000

7 吉田正音楽記念館空調設備管理業務委託

（株）市川工業所

¥1,650,000

8 多賀市民プラザ空調設備管理業務委託

（株）茨城興産日立営業所

¥4,500,000

9 委第清セ４１４号 清掃センター空調設備保守点検業務委託

（株）アビック日立営業所

¥2,640,000

飯村機電工業（株）

¥2,370,000

10 北部調理場蒸気ボイラー・炭酸ガスＰＨ中和装置維持管理委託

¥19,800,000
¥4,716,000

11 南高野調理場 ボイラー維持管理委託

（株）タケムラ

¥3,600,000

12 南高野調理場 空調設備保守点検委託

（株）茨城興産日立営業所

¥4,872,000

13 十王支所空調設備管理業務委託

飯村機電工業（株）

¥2,100,000

14 各小中学校 防火設備保守点検委託

三和シヤッター工業（株）日立営業所

¥439,000

15 滑川交流センター外防火設備点検委託

三和シヤッター工業（株）日立営業所

¥359,000
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令和4年2月15日

入札結果
委託件名

落札業者

落札金額（税抜・円）

1 委第理維29号 市道2011号線外2線支障木伐採業務委託

（有）小林農園

2 委第理維32号 市道2037号線支障木伐採業務委託

（有）河合造園

¥640,000

3 委第理維24号 けやき通り街路樹整理委託

（有）安藤造園

¥1,480,000

4 市民運動公園総合体育館施設定期点検業務委託

（株）パル綜合設計

令和4年2月10日

¥780,000

入札結果
委託件名

落札業者

1 大みかけやき荘 施設定期点検業務委託
令和4年2月8日

¥790,000

中央技術（株）日立営業所

落札金額（税抜・円）

¥750,000

入札結果
委託件名

落札業者

落札金額（税抜・円）

1 浜の宮広場球技場芝生管理業務委託

（株）伊藤住設

¥430,000

2 助川小学校 樹木維持管理委託

（有）小林農園

¥2,300,000

令和4年2月4日

入札結果
委託件名

落札業者

落札金額（税抜・円）

1 委第かみ公動3-15号 ふれあいプラザかみね施設定期点検委託

（株）根本建築設計事務所

2 かみね市民プール・ホリゾンかみね定期点検業務委託

（株）エイプラス・デザイン

3 諏訪スポーツ広場危険木伐採業務委託

（株）相山造園

¥1,350,000

4 風神山自然公園及び高鈴山頂立木伐採等業務委託

（株）水庭農園

¥2,700,000

令和4年2月1日

¥340,000
¥690,000

入札結果
委託件名

落札業者

落札金額（税抜・円）

1 久慈サンピア日立スポーツセンター定期点検業務委託

合同会社千葉建築設計事務所

¥600,000

2 鵜来来の湯十王定期点検業務委託

合同会社千葉建築設計事務所

¥430,000

令和4年1月27日

入札結果
委託件名

落札業者

1 各幼稚園 樹木維持管理委託
令和4年1月18日

（株）水庭農園

委託件名

落札業者

落札業者

（一社）ひたち公共嘱託登記土地家屋調査士協会
委第建３５号 （国）市道７９０４号線改良用地測量業務委託
日鉄テクノロジー（株）東日本事業所
各幼稚園 アスベスト調査業務委託
委第都整公41号 いわわき児童公園法面崩落対策測量調査業務委託 （株）小沼測量建築研究所
（株）環境技研コンサルタント日立事務所
委第都整公42号 いわわき児童公園地質調査業務委託

令和4年1月12日

落札金額（税抜・円）

¥3,200,000

入札結果
委託件名

1
2
3
4

¥530,000

入札結果

1 03委管第26号 久慈町行戸市有地（急傾斜地）危険木伐採業務委託 （株）スズキ林業
令和4年1月14日

落札金額（税抜・円）

落札金額（税抜・円）

¥7,100,000
¥246,000
¥1,360,000
¥1,600,000

入札結果
委託件名

落札業者

落札金額（税抜・円）

1 委第かみ公3-6号 かみね公園樹木剪定委託

（有）田所農園

¥900,000

2 03委管第25号 小木津山自然公園東側支障木伐採業務委託

（有）田所農園

¥420,000

令和3年12月17日

入札結果
委託件名

落札業者

落札金額（税抜・円）

1 委第建３３号 （国）市道１６６２号線改良用地測量業務委託

（公社）茨城県公共嘱託登記土地家屋調査士協
会日立地域

¥5,800,000

2 中里中学校校舎改築事業 物品運搬業務委託

日立地区通運（株）日立営業所

¥3,160,000

令和3年12月7日

入札結果
委託件名

落札業者

1 森林所有者意向調査（現況調査）業務委託
令和3年12月3日

（株）パスコ茨城支店

¥1,290,000

入札結果
委託件名

落札業者

1 各小学校 危険木伐採等（その２）委託
令和3年12月2日

落札金額（税抜・円）

（有）安藤造園

落札金額（税抜・円）

¥1,650,000

入札結果
委託件名

落札業者

1 放射線防護施設陽圧化装置等保守点検業務委託（水木交流センター） 飯村機電工業（株）

-2-

落札金額（税抜・円）

¥850,000

令和3年11月30日

入札結果
委託件名

落札業者

1 健康づくりガイドブック（カレンダー形式）作成業務委託
2 市・県民税申告相談受付会場交通誘導業務委託
3 中央斎場、鞍掛山斎場排ガス等測定業務委託
令和3年11月25日

（株）東京法規出版
（株）アビック日立営業所
エヌエス環境（株）茨城営業所

落札業者

市民運動公園施設長寿命化計画策定業務委託
国際航業（株）水戸営業所
各保育園定期点検業務委託
合同会社千葉建築設計事務所
委第多担5号 常陸多賀駅周辺地区都市計画変更図書作成業務委託 （株）ミカミ
委第多担6号 常陸多賀駅周辺地区都市計画変更図書作成(その2)業務委託 （株）トーニチコンサルタント茨城事務所

日立市子どもセンター樹木維持管理委託

令和3年11月19日

（有）田柳造園

委託件名

落札業者

（有）オフィス・バロン

委託件名

落札業者

（株）ニッカン
（株）太陽防設
（一社）ひたち公共嘱託登記土地家屋調査士協会

委託件名

落札業者

落札業者

委第都整公36号 街区公園等池清掃委託
委第建２７号 （国）鮎川・城南道路整備用地測量業務委託
03委管第16号 分譲団地法面下期草刈委託 その1
03委管第17号 分譲団地法面下期草刈委託 その2
03委管第18号 分譲団地法面下期草刈委託 その3
03委管第20号 市有地下期草刈委託 その2
03委管第21号 市有地下期草刈委託 その3

令和3年11月2日

（株）ニッカン
茨城土地家屋調査士法人
（株）伊藤住設
（有）河合造園
（有）萩庭造園
滑川農園
（有）萩庭造園

落札業者

委第都整公40号 十王パノラマ公園展望台改修測量調査委託
委第建28号（仮称）会瀬スポーツ広場整備工事実施設計業務委託
委第建２９号 市道２００４号線改良土地評価調査算定業務委託
自動車排出ガス環境調査委託

令和3年10月29日

（株）環境技研コンサルタント日立事務所

（株）第一設計
（株）ときわ綜合事務所
一般社団法人 茨城県環境管理協会

委託件名

落札業者

委託件名

落札業者

落札業者

（株）林造園

委託件名

落札金額（税抜・円）

¥1,100,000
¥7,500,000
¥3,390,000
¥460,000

落札金額（税抜・円）

落札金額（税抜・円）

¥2,580,000

落札金額（税抜・円）

¥14,100,000

落札業者

（株）アビック日立営業所

落札金額（税抜・円）

¥720,000

入札結果
委託件名

落札業者

1 委第理維18号 （国）道路法面点検業務委託

中央技術（株）日立営業所

落札金額（税抜・円）

¥2,400,000

入札結果
委託件名

落札業者

1 本庁舎排水設備排水管洗浄委託
2 各保育園排水管洗浄委託
令和3年10月5日

¥560,000
¥28,000,000
¥3,900,000
¥3,650,000
¥1,000,000
¥700,000
¥800,000

入札結果

1 保健センター 定期清掃委託

令和3年10月6日

落札金額（税抜・円）

入札結果
委託件名

令和3年10月12日

¥1,500,000

¥500,000

茨城県森林組合連合会

1 日立鞍掛山霊園法面樹木伐採（その２）委託
令和3年10月19日

落札金額（税抜・円）

入札結果

1 令和3年度身近なみどり整備推進事業委託
令和3年10月26日

¥940,000
¥2,400,000
¥2,300,000

入札結果

1 委第建３０号 （国）市道３５０９号線改築建物等補償調査算定業務（その４）委託 （株）コウノ
令和3年10月28日

落札金額（税抜・円）

入札結果
委託件名

1
2
3
4

¥1,100,000

入札結果
委託件名

1
2
3
4
5
6
7

落札金額（税抜・円）

入札結果

1 委第建３２号 （国）市道２００４号線改良建物等補償調査算定業務委託 （有）新補償コンサルタント
令和3年11月5日

¥4,920,000
¥1,700,000
¥2,250,000
¥4,150,000
¥1,480,000

入札結果

1 委第清セ６１５号 滑川山処分場 水処理設備清掃業務委託
2 防犯カメラ保守点検業務委託
3 委第建３１号 南高野団地測量調査業務委託
令和3年11月12日

落札金額（税抜・円）

入札結果

1 中小企業の輝く人材発信業務委託
令和3年11月17日

¥2,949,300
¥756,000
¥679,000

入札結果
委託件名

1
2
3
4
5

落札金額（税抜・円）

（株）古川技建
（株）ニッカン

落札金額（税抜・円）

¥1,000,000
¥650,000

入札結果
委託件名

落札業者

1 ホリゾンかみね支障木伐採・剪定業務委託
2 旧滑川処理場除草業務委託

滑川緑化
滑川緑化
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落札金額（税抜・円）

¥1,100,000
¥850,000

令和3年9月17日

入札結果
委託件名

落札業者

1 十王スポーツ広場屋外トイレ改修工事実施設計業務委託
令和3年9月10日

（株）ヤマト建築設計事務所

委託件名

落札業者

（株）トレジャーボックス茨城支店

落札業者

日立市営住宅ストック総合活用計画・日立市公営住宅等長寿命化計画改定業務委託（その１）

令和3年9月3日

委託件名

（一財）経済調査会

落札業者

（株）団建築設計事務所

委託件名

落札業者

立川不動産鑑定
（株）千代田コンサルタント茨城営業所

委託件名

落札業者

委託件名

落札業者

中央技術（株）日立営業所

委託件名

落札業者

中央技術（株）日立営業所
合同会社千葉建築設計事務所
（株）千代田コンサルタント茨城営業所

委託件名

落札業者

（株）ルート・サービス茨城
日立地区通運（株）日立営業所
（株）相山造園
（株）パスコ茨城支店

落札業者

委第建１９号 鮎川・城南道路整備土地評価調査算定業務委託
委第幹１号 交通量調査業務委託
委第都政７号 日立市都市計画基礎調査業務委託
南部支所 放射線防護対策事業 地質調査業務委託

令和3年7月21日

落札金額（税抜・円）

¥400,000
¥2,900,000

落札金額（税抜・円）

¥7,600,000

落札金額（税抜・円）

¥450,000
¥740,000
¥8,500,000

落札金額（税抜・円）

¥500,000
¥555,000
¥700,000
¥21,800,000

落札金額（税抜・円）

¥3,350,000
¥3,600,000
¥10,550,000
¥1,700,000

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング水戸営業所

（株）福山コンサルタント茨城営業所
（株）戸頃建築設計事務所
（株）クリーンらいふ
（株）クリーンらいふ
日立地区通運（株）日立営業所

落札金額（税抜・円）

¥19,200,000
¥7,600,000
¥2,500,000
¥4,500,000
¥4,500,000
¥685,000

入札結果
委託件名

1
2
3
4
5
6

（株）ひたち不動産鑑定
中央技術（株）日立営業所
三和航測（株）北関東支社
（株）地研コンサルタンツ日立営業所

落札業者

委第建１２号 （国）金沢町地内道路整備重金属対策検討業務委託
委第建１８号 中所沢川尻線改築柳町橋架替修正設計業務委託
上の代団地一団地認定廃止に伴う既存建物調査業務委託
衆議院議員総選挙ポスター掲示場設置及び撤去委託
茨城県知事選挙ポスター掲示場設置及び撤去委託
みやた認定こども園新園舎建設事業 物品運搬業務委託

令和3年7月16日

¥2,700,000
¥17,000,000

入札結果
委託件名

1
2
3
4
5
6

落札金額（税抜・円）

入札結果
委託件名

1
2
3
4

¥398,000

入札結果

茨城県知事選挙 投開票所物品搬入撤去業務委託
衆議院議員総選挙 投開票所物品搬入撤去業務委託
委第理維20号 市道6154号線支障木伐採業務委託
危険箇所マップ作成委託

令和3年7月27日

落札金額（税抜・円）

入札結果

1 女性センター 施設定期点検委託
2 自転車駐車場定期点検業務委託
3 委第建２０号 （国）大沼・河原子道路整備詳細設計業務委託

1
2
3
4

¥700,000

入札結果

1 委第建21号 中里地区活性化施設整備基本設計等業務委託

令和3年8月3日

落札金額（税抜・円）

入札結果

1 会瀬青少年の家 施設定期点検委託
（有）清水忠建築設計事務所
2 委第建２２号 （国）市道２５８７号線改良建物等補償調査算定業務委託
（株）東洋設計水戸営業所

令和3年8月4日

¥3,450,000

入札結果

1 委第建２５号 市道２５８７号線改良土地評価調査算定業務委託
2 委第建２３号 （国）中里橋架替詳細設計業務委託

令和3年8月18日

落札金額（税抜・円）

入札結果
委託件名

令和3年8月20日

ランドブレイン（株）

落札業者

1 多賀図書館（教育会館）定期点検業務委託
令和3年8月27日

¥2,950,000

入札結果

1 委第都整河9号 建設資材価格及び設置歩掛特別調査業務委託
令和3年9月1日

落札金額（税抜・円）

入札結果
委託件名

1

¥1,150,000

入札結果

1 委第都整公35号 公園遊具保守点検委託
令和3年9月9日

落札金額（税抜・円）

落札業者

施設定期点検委託（その1）
施設定期点検委託（その２）
施設定期点検委託（その３）
施設定期点検委託（その４）
委第建１６号 （国）市道２５６０号線改良測量設計業務委託
海岸清掃業務委託

日木産業（株）
（株）柴建築設計事務所
（株）根本建築設計事務所
（株）羽石英夫建築設計事務所
（株）東洋設計水戸営業所
（株）クリーンらいふ
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落札金額（税抜・円）

¥4,123,000
¥4,000,000
¥4,000,000
¥3,900,000
¥7,000,000
¥800,000

令和3年7月15日

入札結果
委託件名

落札業者

1 委第都整河8号 十王前調整池外9箇所調整池草刈委託
2 委第建１７号 幹線各所草刈業務委託
令和3年7月13日

¥2,300,000
¥880,000

入札結果
委託件名

落札業者

1 郷土博物館定期点検業務委託
令和3年7月9日

落札金額（税抜・円）

滑川農園
（株）水庭農園

落札金額（税抜・円）

（有）清水忠建築設計事務所

入札結果
委託件名

落札業者

落札金額（税抜・円）

1 委第建１５号 （国）市道２００４号線改良用地測量業務委託

一般社団法人しるべ公共嘱託登記土地家屋調
査士協会日立地区営業所

2 消防拠点施設定期点検委託

（株）エイプラス・デザイン

令和3年7月8日

委託件名

落札業者

落札業者

落札業者
パシフィックコンサルタンツ（株）茨城事務所
パシフィックコンサルタンツ（株）茨城事務所

（有）田所農園
滑川農園
（有）田柳造園
（有）田所農園
（有）小林農園
（有）河合造園

委託件名

落札業者
（有）萩庭造園

（有）萩庭造園
中央技術（株）日立営業所

落札業者
（株）ミカミ

（株）エイプラス・デザイン
(株)山形測量
（株）トーニチコンサルタント茨城事務所

落札業者

¥84,500,000
¥5,790,000
¥3,690,000
¥7,000,000
¥16,800,000

落札金額（税抜・円）

（有）小林農園
（有）萩庭造園

（株）クリーンらいふ
（株）水庭農園
（有）田柳造園

¥620,000
¥1,280,000
¥430,000
¥1,970,000
¥3,300,000

入札結果
委託件名

落札業者

1 茨城県知事選挙 選挙事務補助業務委託
2 衆議院議員総選挙 選挙事務補助業務委託
3 環境に関する意識調査業務委託

落札金額（税抜・円）

アデコ（株）つくば支社

日立オフィス

アデコ（株）つくば支社

日立オフィス

（株）アールピーアイ栃木

¥8,130,400
¥8,306,000
¥1,430,000

入札結果
委託件名

落札業者

1 委第理（道）20号 草刈業務（その10）委託
2 旧市場敷地除草委託
令和3年6月17日

落札金額（税抜・円）

（株）綿引無線

委託件名

令和3年6月18日

¥1,300,000
¥1,780,000
¥4,150,000
¥300,000

入札結果

委第都政5号 日立電鉄線跡地除草等業務委託
03委管第8号 市有地上期草刈委託 その1
03委管第4号 分譲宅地上期草刈委託
小・中学校急傾斜地草刈委託
委第理維12号 けやき通り樹木精密診断委託

令和3年6月22日

落札金額（税抜・円）

（株）伊藤住設

委託件名

1
2
3
4
5

¥6,280,000
¥7,300,000
¥7,500,000
¥2,050,000
¥1,750,000
¥1,600,000
¥1,200,000
¥1,550,000
¥1,400,000

入札結果

防災行政無線中継局機器更新業務委託
委第多担3号 常陸多賀駅周辺地区土地活用検討等業務委託
多賀武道館耐震診断業務委託
委第建10号 （国）市道7904号線改良測量設計業務委託
委第都政4号 ひたちＢＲＴ第Ⅲ期概略設計等業務委託

令和3年6月23日

落札金額（税抜・円）

（株）オオバ茨城営業所

入札結果

1 委第都整公31号 公園・緑地草刈（斜面）等（その２）委託
2 委第都政6号 新交通導入事業用地除草等業務委託
3 委第都整公30号 公園・緑地草刈（斜面）等（その１）委託
4 委第都整公28号 国道６号大和田拡幅関連南ひたち野公園整備事業物件等補償調査算定業務委託

1
2
3
4
5

¥7,790,000

入札結果
委託件名

令和3年6月29日

落札金額（税抜・円）

朝日航洋（株）水戸支店

委第建１１号 （国）富士山橋補修詳細設計業務委託
委第理維11号 （国）市道5175号線道路法面修繕詳細設計業務委託
委第理維15号 （国）市道1039号線道路法面修繕詳細設計業務委託
03委管第5号 分譲団地法面上期草刈委託 その1
03委管第6号 分譲団地法面上期草刈委託 その2
03委管第7号 分譲団地法面上期草刈委託 その3
03委管第9号 市有地上期草刈委託 その2
03委管第10号 市有地上期草刈委託 その3
03委管第11号 市有地上期草刈委託 その4

令和3年6月30日

¥5,900,000

入札結果
委託件名

1
2
3
4
5
6
7
8
9

¥820,000

落札金額（税抜・円）

アジア航測（株）水戸営業所

1 日立農業振興地域整備計画策定業務委託
令和3年7月2日

¥3,950,000

入札結果

1 委第建１３号 （国）岡町橋補修詳細設計業務委託
令和3年7月6日

¥550,000

（株）相山造園
滑川農園

落札金額（税抜・円）

¥2,280,000
¥620,000

入札結果
委託件名

落札業者

1 ひたちっ子わくわくイングリッシュ（英語体験活動）業務委託
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（特非）インパクト茨城県県北生涯学習センター

落札金額（税抜・円）

¥808,000

令和3年6月16日

入札結果
委託件名

落札業者

1 委第建６号 小木津団地管路調査業務委託
2 委第建７号 （国）市道１６６２号線改良測量設計業務委託
3 （国）小木津山自然公園避難小屋改築工事地質調査業務委託
令和3年6月10日

（株）古川技建
（株）英設計事務所日立営業所
（株）高萩エンジニアリング日立支社

委託件名

落札業者

（株）ニッカン

落札業者

委第かみ公3-3号 かみね公園草刈（斜面）委託
風神山自然公園草刈清掃委託
郷土博物館危険木伐採及び剪定業務委託
委第都整河7号 準用河川落見川外河川敷草刈業務委託

令和3年5月19日

（有）小林農園
（有）萩庭造園

（有）田所農園
（有）河合造園

令和3年5月18日

落札業者

小木津団地測量調査業務委託

（株）英設計事務所日立営業所

落札業者

河原子海水浴場トイレ及び泉が森トイレ改修工事実施設計業務委託 英工房１級建築士事務所

泉が森トイレ改修工事実施設計業務委託
河原子海水浴場北浜トイレ改修工事実施設計業務委託
河原子海水浴場南浜トイレ改修工事実施設計業務委託
小木津山自然公園避難小屋改築工事基本・実施設計業務委託
委第建５号

（株）ミカミ

各中学校 危険木伐採委託
各小学校 危険木伐採等委託
第４次ひたち男女共同参画計画策定業務委託
日立市子どもセンター樹木剪定等委託
委第理維14号 道路植樹管理（城の丘地区）委託

（株）水庭農園
（株）水庭農園
（株）アールピーアイ栃木

（有）田柳造園
滑川緑化

落札業者

シビックセンタートイレ改修工事実施設計業務委託
南部支所放射線防護対策事業設計業務委託
委第理維10号 （国）路面性状調査委託
洪水避難施設建設工事地質調査業務委託（避難階段）
委第建２号 鞍掛山霊園駐車場実施設計業務委託

（株）池田設備設計事務所
（株）エイプラス・デザイン

ニチレキ（株）茨城営業所
（株）環境技研コンサルタント日立事務所

（株）高萩エンジニアリング日立支社

落札業者

（株）眞建築設計室
（株）中建築設計事務所

¥3,980,000

落札金額（税抜・円）

¥3,000,000
¥1,308,600
¥1,025,100
¥666,300
¥1,200,000
¥9,060,000
¥82,000,000
¥2,150,000
¥1,900,000
¥1,250,000
¥1,888,000
¥860,000
¥2,830,000

落札金額（税抜・円）

¥2,520,000
¥9,380,000
¥4,950,000
¥5,500,000
¥10,000,000

落札金額（税抜・円）

¥1,150,000
¥2,300,000

入札結果
委託件名

落札業者

委第建1号 第12分団詰所新築測量調査業務委託
委第都整河５号 日高町地内排水路測量業務委託
委第都整河6号 日高町地内排水路詳細設計業務委託
委第都整河４号 河川清掃ごみ回収（その2）委託
委第都整河3号 河川清掃ごみ回収（その1）委託
ホームページ再構築業務委託

令和3年5月11日

落札金額（税抜・円）

入札結果
委託件名

令和3年5月12日

¥2,500,000
¥870,000
¥720,000
¥3,000,000

入札結果

1 小貝浜トイレ改修工事実施設計業務委託
2 かみすわ山荘トイレ改修工事実施設計業務委託

帝図測量設計（株）
（株）小沼測量建築研究所
㈱日本インシーク茨城支店
（有）富士産業
（有）日高産業
（株）ネクシモ

落札金額（税抜・円）

¥1,700,000
¥3,550,000
¥5,500,000
¥840,000
¥920,000
¥11,345,600

入札結果
委託件名

1
2
3
4

（有）荻建築設計事務所

日立港区後背地～日立南太田ＩＣ周辺地区土地利用計画等調査検討業務委託

令和3年5月13日

1
2
3
4
5
6

英工房１級建築士事務所
英工房１級建築士事務所

金沢町地内道路整備残土処分地整備概略設計業務委託 国際航業（株）水戸営業所

委託件名

1
2
3
4
5

英工房１級建築士事務所

委第多担１号 常陸多賀駅東口広場及び南北アクセス道路等予備設計業務委託 （株）トーニチコンサルタント茨城事務所

令和3年5月14日

落札金額（税抜・円）

入札結果
委託件名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

¥870,000

入札結果
委託件名

1 委第建３号

落札金額（税抜・円）

入札結果
委託件名

1
2
3
4

¥650,000
¥6,650,000
¥600,000

入札結果

1 滑川クリーンセンター投入沈砂槽等清掃業務委託
令和3年6月9日

落札金額（税抜・円）

落札業者

日立鞍掛山霊園法面樹木伐採（その１）委託
十王霊園 除草、清掃及び樹木剪定等業務委託
成沢霊園 除草、清掃及び樹木剪定等業務委託
入野霊園 植栽維持管理業務委託

（株）林造園
滑川緑化
（株）伊藤住設
滑川緑化
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落札金額（税抜・円）

¥3,700,000
¥700,000
¥1,400,000
¥620,000

令和3年4月27日

入札結果
委託件名

1
2
3
4
5

落札業者

鞍掛山霊園植栽管理業務（その３）委託
鞍掛山霊園植栽管理業務（その１）委託
委第理（道）10号 石名坂バイパス暗渠排水管清掃委託
第12分団詰所新築及び解体工事 実施設計業務委託
防火水槽整備用地 地質調査委託

令和3年4月２3日

（有）小林農園
（株）林造園
（株）ニッカン
合同会社千葉建築設計事務所
常磐地下工業（株）

委第理（道）19号
委第理（道）11号
委第理（道）21号
委第理（道）18号
委第理（道）17号
委第理（道）13号
委第理（道）12号
委第理（道）16号
委第理（道）15号
委第理（道）14号

令和3年4月21日

落札業者

草刈業務（その９）委託
草刈業務（その１）委託
草刈業務（その11）委託
草刈業務（その８）委託
草刈業務（その７）委託
草刈業務（その３）委託
草刈業務（その２）委託
草刈業務（その６）委託
草刈業務（その５）委託
草刈業務（その４）委託

（有）安藤造園
（有）小林農園

（有）河合造園
（有）河合造園
（有）田柳造園
（株）水庭農園
（有）田所農園
（株）伊藤住設

滑川農園
（株）相山造園

委託件名

落札業者

（株）相山造園
（株）クリーンらいふ

¥2,800,000
¥3,500,000
¥680,000
¥3,250,000
¥4,110,000
¥4,100,000
¥5,730,000
¥4,550,000
¥4,000,000
¥4,250,000

落札金額（税抜・円）

¥1,470,000
¥950,000

入札結果
委託件名

落札業者

1 日立アルプスハイキングコース測量業務委託
令和3年4月15日

落札金額（税抜・円）

入札結果

1 十王総合健康福祉センター植栽維持管理委託
2 本庁舎敷地等草刈委託
令和3年4月16日

¥4,200,000
¥3,150,000
¥1,590,000
¥1,550,000
¥1,150,000

入札結果
委託件名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

落札金額（税抜・円）

（株）進栄測量社

落札金額（税抜・円）

¥16,500,000

入札結果
委託件名

落札業者

1 自動車騒音面的評価調査委託
2 河川水質調査委託
3 街路灯設置工事実施設計業務委託

（株）環境総合研究所北関東支社
（株）江東微生物研究所水戸支所

（株）桂設計茨城事務所
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落札金額（税抜・円）

¥420,000
¥800,000
¥1,100,000

