
入札結果（役務等の提供）

入札日 件名 担当課 落札者 落札金額（円） 金額の種別

令和2年7月2日 西浦遺跡発掘調査図面デジタルデータ作成業務委託 文化財保護課 （株）測研　しぶかわ営業所 880,000 税込

令和2年7月3日 ｋｉｒａｒｉしぶかわ製作業務委託 秘書室 ソニック（株） 308,000 税込

令和2年7月7日
史跡瀧沢石器時代遺跡ガイダンス施設等基本設計業務

委託
文化財保護課 （有）ウッドサークル 8,250,000 税込

令和2年7月7日 ＡＩ会議録作成支援システム利用契約 政策創造課
光山電気工業（株）　渋川営

業所
1,164,570 税込

令和2年7月10日
教育用コンピュータ（教室用）のリース契約（長期継

続契約）
学校教育課

電通システム（株）　渋川営

業所
1,067,900 月額（税抜）

令和2年7月10日 合流式下水道雨水吐口流量調査業務委託 業務課
（株）建設技術研究所　群馬

事務所渋川支所
3,740,000 税込

令和2年7月10日 北橘地区（北部）道路除草業務委託 土木維持課 ハナビシ（株） 1,980,000 税込

令和2年7月10日 北橘地区（南部）道路除草業務委託 土木維持課
東洋ポリーズ（株）　渋川営

業所
1,870,000 税込

令和2年7月10日 渋川市指定道路図及び調書更新データ作成業務委託 建築住宅課
技研コンサル（株）　渋川営

業所
1,837,000 税込

令和2年7月16日 市道６－８０１１号線道路用地測量業務委託 土木管理課 狩野測量設計事務所 539,000 税込

令和2年7月22日 渋川市金井住宅団地汚水処理施設機器類修繕 業務課
（株）環境保全センター　渋

川支店
3,212,000 税込

令和2年7月22日
渋川市鯉沢・吹屋原地区クリーンセンター汚泥移送ポ

ンプ修繕
業務課

環境システム（株）　渋川支

店
3,168,000 税込
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令和2年7月22日
下中郷地区農業集落排水処理施設沈殿槽汚泥引抜ポン

プ修繕
業務課

環境システム（株）　渋川支

店
2,167,000 税込

令和2年7月22日
上中郷地区農業集落排水処理施設沈殿槽汚泥引抜ポン

プ修繕
業務課

環境システム（株）　渋川支

店
2,167,000 税込

令和2年7月28日
渋川市三原田住宅団地汚水処理施設曝気槽散気装置修

繕
業務課

（株）環境保全センター　渋

川支店
3,773,000 税込

令和2年7月28日 下小室排水処理施設機器類修繕 業務課
（株）ニチジョー　渋川営業

所
2,090,000 税込

令和2年7月29日
横堀Ⅷ地区（ＦⅡ－２・Ｇ・Ｈ工程）地籍調査業務委

託
土木管理課 北毛測量（株） 1,375,000 税込

令和2年7月29日
津久田Ⅱ地区（ＦⅡ－２・Ｇ・Ｈ工程）地籍調査業務

委託
土木管理課 （株）理工技術 1,650,000 税込

令和2年7月29日 津久田Ⅳ地区境界復元測量業務委託（その２） 土木管理課 （株）近内測量設計事務所 2,530,000 税込

令和2年7月31日 渋川市役所第二庁舎２階上下水道局ロスナイ交換修繕 財務課 日本燃設（株） 726,000 税込

令和2年8月4日 市道宮原染歯線用地測量業務委託 土木維持課
技研コンサル（株）　渋川営

業所
3,135,000 税込

令和2年8月6日 渋川市立小中学校屋内運動場雨樋清掃業務委託 教育総務課 岸防水工業（株） 704,000 税込

令和2年8月19日 市営住宅等消防設備点検業務委託 建築住宅課 共和消防設備（株） 561,000 税込

令和2年8月20日 児童生徒輸送用バスの借り上げ 学校教育課 日輸企画（株） 222,080 税込
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令和2年8月25日 都市公園等遊具定期点検業務委託 都市政策課 大永ドリーム（株） 1,859,000 税込

令和2年8月25日 配水池等清掃調査業務委託 業務課 カワナベ工業（株） 3,267,000 税込

令和2年8月28日 学校給食施設職員等ノロウイルス検査（単価契約） 学校給食課
（株）江東微生物研究所　北

関東支所
1,890 単価（税抜）

令和2年9月1日 横堀Ⅹ地区境界復元測量業務委託 土木管理課 県央測量（株） 4,180,000 税込

令和2年9月1日 自動車騒音常時監視業務委託 環境政策課 （株）環境技研 1,430,000 税込

令和2年9月8日 瀧沢石器時代遺跡発掘調査に伴う地上測量業務委託 文化財保護課 （株）測研　しぶかわ営業所 935,000 税込

令和2年9月11日 渋川ウォーキングチャレンジ事業支援業務委託 健康増進課 (株)タニタヘルスリンク 9,900,000 税込

令和2年9月11日 渋川市立小中学校ＦＦ暖房機保守点検業務委託 教育総務課 東明電気工事（株） 3,245,000 税込

令和2年9月11日 渋川市立小中学校都市ガス暖房機保守点検業務委託 教育総務課 渋川ガス（株） 1,400,300 税込

令和2年9月14日 イオンクロマトグラフィーシステム修繕 環境政策課 (株)ユニオン 605,000 税込

令和2年9月15日 渋川市行幸田住宅団地汚水処理施設槽内清掃業務委託 業務課
（株）環境保全センター　渋

川支店
5,390,000 税込

令和2年9月15日 Excel業務改善システム利用契約 政策創造課 （株）ジーシーシー 605,000 税込
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令和2年9月16日
渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館清掃業務委託（長

期継続契約）
美術館 東朋産業（株）　渋川営業所 130,000 月額（税抜）

令和2年9月17日 林道上野原線ほか除草業務委託 農林課 渋川広域森林組合 902,000 税込

令和2年9月17日 林道茂沢線ほか除草側溝清掃業務委託 農林課 岸防水工業（株） 1,540,000 税込

令和2年9月17日 林道潜下線ほか除草業務委託 農林課 （有）狩野土木 2,695,000 税込

令和2年9月28日 街路樹樹木管理（冬期）業務委託 都市政策課 池田種苗(株) 4,713,280 税込

令和2年9月30日
渋川市デマンド交通配車システム賃貸借（長期継続契

約）
交通政策課

（株）ＮＴＴドコモ　群馬支

店
2,988,700 税込
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