
№ 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 壬生中学校 校舎管理業務委託 壬生中学校 指名競争 1,556,000 999,000㈱クリーンエスト 学校教育課

2 南犬飼中学校 校舎管理業務委託 南犬飼中学校 指名競争 880,000 526,000㈱クリーンエスト 学校教育課

3 平成29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大橋建設㈱ 建設課

4 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 2,856,000 2,780,000㈲橋本造園 都市計画課

5 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 5,762,000 5,700,000㈱川又造園 都市計画課

6 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 4,412,000 4,300,000㈲篠原造園土木 都市計画課

7 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 3,137,000 3,100,000㈱県南環境 都市計画課

8 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 4,380,000 4,250,000㈲森田造園 都市計画課

9 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 6,240,000 6,100,000㈲山川造園 都市計画課

10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 6,480,000 6,400,000㈱川又造園 都市計画課

11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 5,760,000 5,650,000㈲橋本造園 都市計画課

12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 4,564,000 4,500,000㈱県南環境 都市計画課

13城址公園維持管理業務委託 壬生町本丸地内 指名競争 4,100,000 4,000,000㈲篠原造園土木 都市計画課

14小中規模公園維持管理業務委託 壬生町地内 指名競争 5,600,000 5,500,000田崎造園㈱ 都市計画課

15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 877,000 840,000
㈲栃木エコサービ
ス

都市計画課

16東雲公園清掃業務委託 壬生町壬生甲地内 指名競争 2,340,000 2,220,000
㈲栃木エコサービ
ス

都市計画課

17城址公園清掃業務委託 壬生町本丸地内 指名競争 1,980,000 1,880,000
㈲栃木エコサービ
ス

都市計画課

平成29年3月24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

18農業集落排水処理施設運転管理業務委託 壬生町内６地区処理施設 指名競争 23,390,000 10,500,000
宇都宮文化セン
ター㈱

下水道課

1 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 1,100,000 840,000
（同）栃木県消防設
備保守協会

学校教育課

2 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

指名競争 760,000 720,000㈲篠原造園土木 生涯学習課

3 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 4,460,000 4,380,000㈱川又造園 都市計画課

4 六美吾妻線都市計画決定見直し調査業務委託
都市計画道路六美吾妻
線

指名競争 3,410,000 3,230,000
㈱栃木都市計画セ
ンター

都市計画課

5 六美町北部土地区画整理事業準備会支援業務委託 六美町北部地区 指名競争 14,140,000 13,600,000
大和測量㈱栃木営
業所

都市計画課

6 おもちゃのまち駅西広場植栽管理業務委託 壬生町緑町地内 指名競争 780,000 750,000田崎造園㈱ 都市計画課

7 道路改良工事 町道2-174号線外 壬生町大字国谷地内 指名競争 22,610,000 21,800,000佐藤工業㈱ 建設課

8 道路改良工事 二級町道59号線 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 6,920,000 6,700,000㈲楡木建設 建設課

9 舗装修繕工事 町道2-357号線外 壬生町いずみ町地内 指名競争 5,160,000 4,980,000㈲山川建設 建設課

10道路基本設計業務委託 一級町道5号線 壬生町稲葉地内 指名競争 3,900,000 3,700,000
㈱三条工測壬生支
店

建設課

11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 1,890,000 1,840,000㈲山川造園 スポーツ振興課

12北部運動場除草等管理業務委託
壬生町大字羽生田2869
番地1

指名競争 910,000 880,000㈲篠原造園土木 スポーツ振興課

13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 1,880,000 1,830,000㈲山川造園 スポーツ振興課

14
地方創生拠点整備交付金事業 健康スポーツ交流拠点施設
改修工事設計監理業務委託

壬生町大字壬生甲3828
番地（壬生町総合運動
場）

指名競争 3,894,000 3,780,000㈲木野内設計 スポーツ振興課

15ふれあいプール各ポンプ集毛器交換修繕工事
壬生町大字羽生田241番
地

指名競争 3,840,000 3,670,000昭和工機㈱ スポーツ振興課

16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 1,100,000㈱川又造園 農政課

平成29年4月13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

17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 2,000,000㈲森田造園 農政課

18公用車（軽バン） 壬生町通町地内 指名競争 724,295 550,000㈲愛輪 総務課

19公用車（軽キャブバン） 壬生町通町地内 指名競争 891,380 698,000鈴木自動車販売㈱ 総務課

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 610,000 580,000田崎造園㈱ 総務課

21ごみ焼却施設1・2系給じん装置及び助燃バーナー修繕工事
壬生町大字羽生田1350
番地3

指名競争 24,000,000 23,500,000
㈱神鋼環境ソリュ
ーション東京支社

生活環境課

22ごみ焼却施設1・2系焼却炉耐火物修繕工事
壬生町大字羽生田1350
番地3

指名競争 22,300,000 18,800,000
京浜築炉工業㈱
小名浜営業所

生活環境課

23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 5,400,000㈱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 953,000 930,000㈲山川造園 生活環境課

25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 1,006,000 970,000㈱県南環境 生活環境課

26壬生町クリーンセンタースクリューコンベヤ更新工事
壬生町大字壬生甲1955
番地2

指名競争 2,500,000 2,350,000
古河産機システム
ズ㈱ 北関東営業
所

生活環境課

1
壬生中学校昇降口棟等非構造部材（天井落下物等）耐震補
強工事

壬生中学校 一般競争 31,630,000 30,450,000
佐藤工業 株式会
社

学校教育課

1 第７期壬生町高齢者保健福祉計画策定業務 壬生町全域 指名競争 2,170,000 1,680,000
エコまちづくり
フォーラム㈱

健康福祉課

2 壬生町障がい福祉計画等策定業務 壬生町全域 指名競争 3,290,000 2,550,000
エコまちづくり
フォーラム㈱

健康福祉課

3 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

4 公共下水道工事（壬生処理分区） 壬生町表町地内 指名競争 3,580,000 3,450,000㈲小田垣工業 下水道課

平成29年5月10日開札

平成29年5月17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 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 指名競争 2,560,000 2,490,000㈲小田垣工業 下水道課

6 単独公共下水道管渠実施設計（修正）業務委託 壬生町落合３丁目地内 指名競争 4,900,000 4,650,000
協和測量設計㈱壬
生営業所

下水道課

7 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

8 壬生小学校東側渡り廊下改修工事設計業務委託 壬生小学校 指名競争 540,000 500,000㈲甫坂設計 学校教育課

9 小中学校書画カメラ 壬生小学校 外８校 指名競争 2,592,000 2,520,000
㈲イズミコーポレー
ション

学校教育課

10デジタル印刷機 壬生小学校 外２校 指名競争 20,700 18,252システム興産㈱ 学校教育課

11ごみ焼却施設１・２系不燃物排出機修繕工事
壬生町大字羽生田1350
番地3

指名競争 12,830,000 11,740,000
㈱新成エンジニアリ
ング

生活環境課

12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 3,260,000 3,030,000平成理研㈱ 生活環境課

13ごみ焼却施設精密機能検査業務委託
壬生町大字羽生田1350
番地3

指名競争 2,460,000 2,350,000
㈱エイト日本技術
開発北関東支店

生活環境課

14庁舎北側駐車場拡張工事測量設計業務委託 壬生町通町地内 指名競争 1,480,000 1,380,000栃木中央測量㈱ 総務課

15舗装修繕工事 町道3-275号線外 壬生町落合二丁目地内 指名競争 4,900,000 4,700,000大橋建設㈱ 建設課

16
都市再生整備計画 六美地区（第二期）事後評価資料作成
業務委託

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 3,660,000 3,480,000
㈱栃木県用地補償
コンサルタント 壬生
営業所

建設課

17町営ひばりヶ丘団地 火災警報器交換工事 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 1,560,000 1,500,000㈲大橋電気工事 建設課

18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 1,630,000 1,550,000㈱県南環境 建設課

19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 1,440,000 1,400,000㈲篠原造園土木 建設課

20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 1,100,000 1,040,000田崎造園㈱ 建設課

21総合運動場用地測量物件調査業務委託 壬生町大字壬生甲地内 指名競争 1,870,000 1,760,000
㈱筑陽測量設計壬
生営業所

スポーツ振興課
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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

22壬生町黒川の里ふれあいプール　管理運営業務委託
壬生町大字羽生田241番
地

指名競争 24,110,000 24,000,000
㈱フクシ・エンター
プライズ栃木営業
所

スポーツ振興課

23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 2,470,000 2,350,000昭和工機㈱ スポーツ振興課

24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

25壬生町水道事業アセットマネジメント計画等策定業務委託
壬生町水道事業給水区
域内

指名競争 21,970,000 19,800,000㈱工藤設計 水道課

26平成29年度老朽管更新実施設計業務委託その1
壬生町幸町三丁目外地
内

指名競争 3,520,000 3,350,000晃洋設計測量㈱ 水道課

27平成29年度老朽管更新実施設計業務委託その2
壬生町幸町一丁目外地
内

指名競争 3,210,000 3,040,000
㈱三条工測壬生支
店

水道課

1 公共下水道工事（北部処理区）
壬生町おもちゃのまち２
丁目地内

指名競争 4,290,000 4,180,000㈲木野内組 下水道課

2
社会資本整備総合交付金事業汚水管渠実施設計業務委託
（稲葉処理分区）

壬生町大字壬生乙地内 指名競争 17,180,000 16,350,000
三立調査設計㈱
壬生支店

下水道課

3
社会資本整備総合交付金事業地質調査業務委託（稲葉処
理分区）

壬生町大字壬生乙地内 指名競争 2,640,000 2,500,000パスキン工業㈱ 下水道課

4
壬生中学校昇降口棟等非構造部材（天井落下物等）耐震補
強工事監理業務委託

壬生中学校 指名競争 1,390,000 1,340,000㈲木野内設計 学校教育課

5 小学校給食用備品 壬生小学校外２校 指名競争 4,188,000 3,500,000
㈲永見厨房サービ
ス

学校教育課

6 小学校パソコン等（更新） 藤井小学校外２校 指名競争 791,109 727,500
NTTファイナンス㈱
関東支店

学校教育課

7 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６校 指名競争 650,000 645,000㈱クリーンエスト 学校教育課

8 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 3,060,000 2,970,000㈲栃木グリーン 都市計画課

9 国谷駅前広場基本計画・基本設計及び土質調査業務委託 壬生町至宝一丁目地内 指名競争 2,910,000 2,760,000
協和測量設計㈱壬
生営業所

都市計画課

10設計積算システムＯＡ機器リース（都市計画課） 壬生町役場 指名競争 33,991 31,200
NTTファイナンス㈱
関東支店

都市計画課

11道路改良工事　町道3-239号線 壬生町大字藤井地内 指名競争 7,960,000 7,700,000㈲中山工業 建設課

平成29年5月31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

12舗装修繕工事　一級町道15号線 壬生町中央町地内 指名競争 2,770,000 2,650,000
関東道路㈱栃木支
店

建設課

13設計積算システムＯＡ機器リース（建設課） 壬生町役場 指名競争 33,991 31,200
NTTファイナンス㈱
関東支店

建設課

14平成29年度 第1号工 配水管布設工事 壬生町大字上田地内 指名競争 12,240,000 11,850,000㈲斉藤設備工業 水道課

15平成29年度 第2号工 配水管布設工事 壬生町大字国谷地内 指名競争 5,970,000 5,790,000大渕工業㈱ 水道課

1 ごみ焼却施設雑用空気圧縮機２号機交換工事
壬生町大字羽生田1350
番地3

指名競争 5,870,000 5,600,000三水プラント㈱ 生活環境課

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 15,620,000 15,000,000大橋建設㈱ 下水道課

2 ドリームキッズ屋根防水改修工事
壬生町大字壬生丁232番
地3

指名競争 4,640,000 4,450,000
江田特殊防水工業
㈱

こども未来課

3 とおりまち保育園屋根修繕工事 壬生町大字通町16番9号 指名競争 2,060,000 1,980,000㈲鈴木住建 こども未来課

4 稲葉小学校非構造部材（天井落下物等）耐震補強工事 稲葉小学校 指名競争 2,650,000 2,600,000大島建設工業㈱ 学校教育課

5 羽生田小学校非構造部材（天井落下物等）耐震補強工事 羽生田小学校 指名競争 3,410,000 3,330,000㈲木野内組 学校教育課

6 壬生北小学校特別支援学級間仕切設置工事 壬生北小学校 指名競争 1,440,000 1,370,000㈲早乙女工務店 学校教育課

7 稲葉小学校浄化槽改修工事 稲葉小学校 指名競争 2,000,000 1,900,000三水プラント㈱ 学校教育課

8
壬生小学校外７校給食棟トイレ洋式化等改修工事設計業務
委託

壬生小学校外７校 指名競争 840,000 800,000
梁島一級建築士事
務所

学校教育課

9
社会資本整備総合交付金事業 測量設計業務委託 一級町
道9号

壬生町大字北小林地内 指名競争 7,670,000 7,250,000
㈱三条工測壬生支
店

建設課

10測量業務委託 町道3-213号線 壬生町本丸二丁目地内 指名競争 1,700,000 1,590,000
㈱八興 壬生営業
所

建設課

11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 16,860,000 16,300,000㈲町田建設 建設課

平成29年6月22日入札

平成29年7月13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

12道路改良工事 町道3-597号線 壬生町大字上稲葉地内 指名競争 13,870,000 13,500,000稲葉建設㈱ 建設課

13雨水排水施設整備工事 町道2-462号線外 壬生町大字安塚地内 指名競争 16,560,000 16,000,000㈲市川工務店 建設課

14舗装修繕工事 町道3-173号線 壬生町本丸地内 指名競争 11,250,000 10,850,000佐藤工業㈱ 建設課

15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 6,530,000 6,300,000大藤建設㈱ 建設課

16道路照明改修工事 二級町道69号線 壬生町幸町二丁目地内 指名競争 6,100,000 5,910,000和久井電機㈱ 建設課

17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 820,000 770,000田崎造園㈱ 建設課

18下台団地1号棟屋上・外壁等改修工事 壬生町駅東町地内 指名競争 20,470,000 19,720,000根本塗装㈱ 建設課

19平成29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 11,560,000 11,200,000小林設備㈲ 水道課

20平成29年度 中央・北部・南部配水場 残留塩素計 更新工事 壬生町大字助谷外地内 指名競争 8,700,000 8,390,000
㈱ウォーターテック
水処理営業部

水道課

21平成29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 3,370,000 3,100,000㈱工藤設計 水道課

1
地方創生拠点整備事業 地域スポーツ交流施設整備事業
壬生町おもちゃ博物館スポーツクライミング施設設置工事

壬生町大字国谷地内 指名競争 2,000,000 1,900,000㈲玉田材木店 商工観光課

2 壬生町環境センター　データロガー更新工事
壬生町大字下稲葉2585
番地1

指名競争 11,900,000 8,800,000
クボタ環境サービス
㈱

生活環境課

3
地方創生拠点整備事業　地域スポーツ交流施設整備事業
教育施設スポーツクライミング施設設置工事

壬生小学校地内　外10箇
所

指名競争 23,960,000 23,200,000大島建設工業㈱ スポーツ振興課

4
地方創生拠点整備交付金事業 健康スポーツ交流拠点施設
スポーツクライミング施設設置室改修工事

壬生町大字壬生甲3828
番地地内

指名競争 12,630,000 12,350,000稲葉建設㈱ スポーツ振興課

5 公共下水道工事（北部処理区）その２工区 壬生町大字安塚地内 指名競争 3,430,000 3,300,000㈱柏倉組 下水道課

6 道路改良工事 町道2-278・2-308号線
壬生町おもちゃのまち一
丁目地内

指名競争 25,090,000 24,300,000大藤建設㈱ 建設課

7 平成29年度 第6号工配水管布設工事 壬生町大字羽生田地内 指名競争 13,760,000 13,200,000㈲松本管工設備 水道課

平成29年8月3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 公共下水道マンホールポン
プ施設設置工事（北部処理区）

壬生町大字壬生丁地内 指名競争 13,150,000 12,600,000三水プラント㈱ 下水道課

2 城址公園ホール冷温水発生機等修繕工事
壬生町本丸一丁目8番33
号地内

指名競争 4,180,000 4,050,000大渕工業㈱ 生涯学習課

3 壬生小学校東側渡り廊下改修工事 壬生小学校地内 指名競争 4,300,000 4,130,000佐藤工業㈱ 学校教育課

4 南犬飼中学校新体育館屋根・樋等改修工事設計業務委託 南犬飼中学校地内 指名競争 1,440,000 1,380,000
㈲大橋建築設計事
務所

学校教育課

5 固定資産税写真図作成業務委託 壬生町全域 指名競争 9,810,000 8,800,000
国際航業㈱宇都宮
営業所

税務課

6
壬生町おもちゃ博物館 飲食コーナーテーブルベンチ及び歩
行者用案内看板製作設置工事

壬生町大字国谷地内 指名競争 3,180,000 3,100,000㈲早乙女工務店 商工観光課

7 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

8 平成29年度 排水管路及び樋管実施設計業務委託
壬生町大字壬生丁外地
内

指名競争 13,440,000 12,700,000
大和測量㈱栃木営
業所

都市計画課

9
地方創生拠点整備交付金事業 健康スポーツ交流拠点施設
スポーツクライミング施設設置工事

壬生町大字壬生甲3828
番地地内

指名競争 20,140,000 19,600,000大島建設工業㈱ スポーツ振興課

10
地方創生拠点整備交付金事業 健康スポーツ交流拠点施設
管理棟改修工事

壬生町大字壬生甲3828
番地地内

指名競争 14,350,000 13,900,000㈲斉藤設備工業 スポーツ振興課

11庁舎北側駐車場拡張工事 壬生町通町地内 指名競争 6,050,000 5,850,000㈲出井建設 総務課

12平成29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 23,390,000 22,650,000俊工設備工業㈱ 水道課

13平成29年度 第8号工配水管布設工事 壬生町大字上田地内 指名競争 17,460,000 16,900,000小林工業㈲ 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２工区

壬生町大字下稲葉地内 一般競争 29,020,000 28,200,000
佐藤工業 株式会
社

下水道課

2
社会資本整備総合交付金事業 流末排水施設整備工事 二
級町道53号

壬生町大字藤井地内 一般競争 35,250,000 33,980,000
大橋建設 株式会
社

建設課

3 舗装修繕工事 町道2-564号線 壬生町大字北小林地内 一般競争 32,540,000 31,600,000
有限会社 山川建
設

建設課

平成29年8月31日入札

平成29年9月20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 ごみ焼却施設１・２系 砂分級装置更新工事
壬生町大字羽生田１３５０
番地３

指名競争 27,710,000 25,250,000
㈱新成エンジニアリ
ング

生活環境課

2 ごみ焼却施設№１ 不燃物移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 15,160,000 14,050,000昭和工機㈱ 生活環境課

3 ごみ焼却施設１・２系 排ガス再加熱装置改修工事
壬生町大字羽生田１３５０
番地３

指名競争 18,160,000 12,500,000三広工業㈱ 生活環境課

4 壬生町防犯カメラ設置工事 壬生町駅東町地内外 指名競争 2,600,000 2,510,000和久井電機㈱ 生活環境課

5 マンホール蓋更新工事（壬生処理分区）その３工区 壬生町大字表町地内外 指名競争 3,460,000 3,370,000㈲小田垣工業 下水道課

6
平成29年度 地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業
農業集落排水事業 黒川東部地区 舗装復旧工事（第１工
区）

壬生町大字福和田地内 指名競争 10,980,000 10,600,000
関東道路㈱栃木支
店

下水道課

7
地方創生拠点整備交付金事業 健康スポーツ交流拠点施設
南側屋外トイレ改修工事

壬生町大字壬生甲3828
番地地内

指名競争 9,930,000 9,750,000㈲木野内組 スポーツ振興課

8 みぶハイウェーパーク駐車場等 整備測量設計業務委託 壬生町大字国谷地内 指名競争 2,590,000 2,460,000
㈱栃木都市計画セ
ンター

都市計画課

9 助谷地内 天神沼南農道改良工事 壬生町大字助谷地内 指名競争 2,450,000 2,380,000㈲木野内組 農政課

10
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 8,720,000 8,400,000㈲楡木建設 建設課

11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 18,500,000 17,900,000大藤建設㈱ 建設課

12橋梁整備工事 1227-2号橋 壬生町大字上稲葉地内 指名競争 10,360,000 10,050,000㈲小田垣工業 建設課

13舗装修繕工事 町道2-308号線
壬生町おもちゃのまち地
内

指名競争 8,910,000 8,650,000㈲山川建設 建設課

14平成29年度 道路台帳補正業務委託 壬生町全域 指名競争 4,830,000 4,530,000
東日本総合計画㈱
宇都宮営業所

建設課

15平成29年度 第10号工 老朽管更新工事 壬生町幸町一丁目地内 指名競争 9,790,000 9,470,000小田垣総合設備㈱ 水道課

16平成29年度 第11号工 老朽管更新工事 壬生町いずみ町地内 指名競争 5,110,000 4,900,000㈱水井 水道課

平成29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

1 古墳出土鉄製品 保存処理業務委託 壬生町本丸地内 指名競争 1,045,000 777,000㈱吉田生物研究所 生涯学習課

2 資源ごみ保管棟 屋上防水改修工事
壬生町大字羽生田１３５０
番地３

指名競争 5,910,000 5,600,000三水プラント㈱ 生活環境課

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１３５０
番地３

指名競争 1,700,000 1,600,000三水プラント㈱ 生活環境課

4 小中学校窓ガラス清掃業務委託 小中学校　１０校 指名競争 1,230,000 954,552㈱クリーンエスト 学校教育課

5
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 8,150,000 7,950,000㈲中山工業 建設課

6
廃棄物処理施設周辺整備事業 舗装修繕工事 一級町道1号
線

壬生町大字藤井地内 指名競争 13,190,000 12,800,000稲葉建設㈱ 建設課

7 道路改良工事　町道3-139号線 壬生町大字上稲葉地内 指名競争 8,600,000 8,300,000㈲出井建設 建設課

8 道路改良工事 二級町道68号線 壬生町大字上田地内 指名競争 1,740,000 1,650,000㈲町田建設 建設課

9
壬生町防災住民マニュアル・洪水ハザードマップ作成業務
委託

壬生町全域 指名競争 1,760,000 1,070,000
北海道地図㈱ 東
京支店

総務課

10
平成29年度 地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業
農業集落排水事業 黒川東部地区 舗装復旧工事 （第２工
区）

壬生町大字羽生田地内 指名競争 2,510,000 2,450,000㈲楡木建設 下水道課

11平成29年度 第12号工 黒川橋水道管橋梁添架工事 壬生町大字羽生田地内 指名競争 17,400,000 16,800,000㈲市川工務店 水道課

12平成29年度 第13号工 老朽管更新工事 壬生町幸町三丁目地内 指名競争 16,410,000 15,850,000小林設備㈲ 水道課

13平成29年度 第14号工 老朽管更新工事 壬生町幸町二丁目地内 指名競争 7,110,000 6,890,000伊藤工業㈲ 水道課

1 水処理センター ネットフェンス設置工事
壬生町おもちゃのまち五
丁目地内

指名競争 4,050,000 3,970,000㈱柏倉組 下水道課

2 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 1,870,000 1,780,000
宇都宮文化セン
ター㈱

下水道課

平成29年11月29日入札

平成29年11月8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 証明書等発行業務専用 行政ファクシミリリース 壬生町通町12番22号外 指名競争 93,906 86,800
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱関東
支店

住民課

4
ごみ焼却施設 １・２系第１ガス冷却室 上部ノズル架台修繕
工事

壬生町大字羽生田１３５０
番地３

指名競争 2,430,000 2,350,000三水プラント㈱ 生活環境課

5 舗装修繕工事 町道2-250号線外 壬生町幸町二丁目地内 指名競争 11,250,000 10,850,000
関東道路㈱栃木支
店

建設課

6 橋梁改築工事 2149-1号橋 壬生町大字安塚地内 指名競争 4,930,000 4,780,000㈱柏倉組 建設課

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）

壬生町大字壬生甲地内 指名競争 14,690,000 14,200,000㈲山川建設 下水道課

2 自動火災報知設備更新工事
壬生町保健福祉センター
地内

指名競争 2,000,000 1,500,000伊藤電機㈱ 健康福祉課

3 壬生町地域福祉計画アンケート調査業務委託 壬生町全域 指名競争 1,470,000 1,100,000地域計画㈱ 健康福祉課

4
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 5,750,000 5,450,000
㈱三条工測壬生支
店

建設課

5 雨水排水施設整備 詳細設計業務委託 壬生町大字安塚地内 指名競争 5,600,000 5,300,000㈱工藤設計 建設課

6 河川占用資料作成業務委託（通学橋） 壬生町大字羽生田地内 指名競争 2,350,000 2,200,000
大日本コンサルタ
ント㈱ 宇都宮事務
所

建設課

7 舗装長寿命化修繕計画 策定業務委託 壬生町幸町地内外 指名競争 1,280,000 1,150,000
ニチレキ㈱ 関東支
店 栃木営業所

建設課

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 1,970,000 1,890,000大橋建設㈱ 建設課

9 壬生町クリーンセンター 除さし尿貯留槽等 水位計更新工事
壬生町大字壬生甲1955
番地2

指名競争 4,220,000 3,960,000平成理研㈱ 生活環境課

10六美町北部土地区画整理事業 水道管網計算業務委託 壬生町大字壬生丁地内 指名競争 2,380,000 2,200,000㈱工藤設計 水道課

小学校給食用備品 壬生東小学校外1校 指名競争 2,070,000 2,000,000
㈲永見厨房サービ
ス

学校教育課

平成29年12月21日入札

平成30年1月17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

壬生小学校 給食業務委託 壬生小学校内 指名競争 64,120,000 57,057,000
（公財）栃木県学校
給食会

学校教育課

睦小学校 給食業務委託 睦小学校内 指名競争 42,350,000 35,970,000イートランド㈱ 学校教育課

壬生中学校 給食業務委託 壬生中学校内 指名競争 62,810,000 55,902,000
（公財）栃木県学校
給食会

学校教育課

南犬飼中学校 給食業務委託 南犬飼中学校内 指名競争 57,830,000 51,348,000
（公財）栃木県学校
給食会

学校教育課

グループウェア、LGWANメールウェア備品購入 壬生町通町12番22号 指名競争 1,910,000 1,819,560HCCソフト㈱ 総合政策課

平成29年度 第17号工 配水管布設工事 壬生町元町地内 指名競争 2,850,000 2,760,000大渕工業㈱ 水道課

平成29年度 第18号工 配水管布設工事 壬生町大字藤井地内 指名競争 4,500,000 4,350,000小田垣総合設備㈱ 水道課

平成29年度 第19号工 配水管布設工事 壬生町大字藤井地内 指名競争 4,710,000 4,550,000㈱水井 水道課

平成29年度 第20号工 配水管布設工事 壬生町大字藤井地内 指名競争 4,970,000 4,790,000伊藤工業㈲ 水道課

平成29年度 第21号工 舗装復旧工事
壬生町大字羽生田外地
内

指名競争 6,910,000 6,680,000㈲町田建設 水道課

壬生町総合公園陸上競技場 洋芝生更新業務委託
壬生町総合公園陸上競
技場

指名競争 810,000 760,000㈲篠原造園土木 都市計画課

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 650,000 610,000㈲栃木グリーン 建設課

平成30年2月9日入札
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