
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3年4月15日 公共下水道処理施設等水質検査等業務委託 業務課
(株)エコセンター 渋川営
業所

4,390,980 税込

令和3年4月15日 農業集落排水処理施設水質検査等業務委託 業務課
(株)エコセンター 渋川営
業所

2,957,240 税込

令和3年4月16日
渋川市立金島小学校外１校し尿浄化槽保守管理業
務委託

教育総務課 （有）渋川衛生社 2,436,554 税込

令和3年4月21日 渋川市ＰＲ動画制作業務委託 秘書室 （株）スリーエー工房 1,574,100 税込

令和3年4月23日 市営伊香保温泉駐車場周辺交通誘導警備業務委託 観光課 国際警備保障（株） 2,464,473 税込

令和3年4月23日
渋川市立渋川北小学校外１３校プール循環器保守
業務委託

教育総務課 （株）小笠原 1,265,000 税込

令和3年4月26日 渋川市子持公民館冷暖房機器清掃点検業務委託 子持公民館 東明電気工事(株) 638,000 税込

令和3年4月26日
渋川市立小中学校消防用設備等保守点検業務委託
（その１）

教育総務課 共和消防設備（株） 3,300,000 税込

令和3年4月26日
渋川市立小中学校消防用設備等保守点検業務委託
（その２）

教育総務課 東明電気工事(株) 3,190,000 税込

令和3年4月27日 水質検査業務委託 業務課
平成理研（株） 群馬営業
所

21,930,480 税込

令和3年4月27日 渋川地区除草業務委託 業務課 岸防水工業（株） 407,000 税込
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令和3年4月27日 伊香保地区礫間浄化施設清掃業務委託 業務課
東洋ポリーズ（株） 渋川
営業所

1,320,000 税込

令和3年4月27日
渋川市立小中学校空調機定期点検業務委託(渋川地
区南部)

教育総務課 須佐電機興業（株） 2,728,000 税込

令和3年4月27日
渋川市立小中学校空調機定期点検業務委託(渋川地
区北部)

教育総務課 日本燃設（株） 3,080,000 税込

令和3年4月28日 渋川市中央公民館機械設備保守点検業務委託 中央公民館 荻原設備（株） 渋川支店 1,298,000 税込

令和3年4月28日 渋川市役所第二庁舎消防用設備等点検業務委託 財務課 東明電気工事(株) 913,000 税込

令和3年4月28日
渋川市役所本庁舎及び第二庁舎第一種特定製品簡
易点検業務委託

財務課 日本燃設（株） 935,000 税込

令和3年4月30日
学校給食施設職員等腸内細菌検査（単価契約）
（その２）

学校給食課 (株)食環境衛生研究所 150 単価（税抜）

令和3年4月30日
吹屋恵久保遺跡発掘調査に伴う仮設工事用ガード
フェンス賃貸借

文化財保護課 松岡建設（株） 825,000 税込

令和3年5月7日 吹屋恵久保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

1,485,000 税込

令和3年5月10日 24時間電話健康相談サービス業務委託 保険年金課 (株)法研 2,639,780 税込

令和3年5月11日
渋川すこやかプラザ消防用設備等保守点検業務委
託

こども課 共和消防設備（株） 506,000 税込
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令和3年5月11日 渋川市立小中学校貯水槽清掃点検業務委託 教育総務課
（有）プロジェクト 渋川
営業所

550,000 税込

令和3年5月12日 渋川市役所本庁舎冷暖房設備保守点検業務委託 財務課 日本燃設（株） 6,380,000 税込

令和3年5月13日
定住促進住宅金島団地合併処理浄化槽維持管理業
務委託

建築住宅課
（株）環境保全センター 
渋川支店

1,150,180 税込

令和3年5月13日 白井宿街路樹管理業務計画作成業務委託 都市政策課 （有）緑光園 858,000 税込

令和3年5月14日
渋川市東部学校給食共同調理場空調設備等清掃業
務委託

学校給食課（赤城学
校給食共同調理場）

日本燃設（株） 3,300,000 税込

令和3年5月14日 渋川市防災行政無線システム保守点検業務委託 危機管理室
光山電気工業（株） 渋川
営業所

12,639,000 税込

令和3年5月14日
渋川市アレルギー対応学校給食センター東部学校
給食共同調理場排水処理施設保守点検業務委託

学校給食課（赤城学
校給食共同調理場）

（株）日本水工 3,212,000 税込

令和3年5月14日 渋川市赤城公民館空調設備点検業務委託 赤城公民館 日本燃設（株） 803,000 税込

令和3年5月14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） 968,000 税込

令和3年5月17日 市道三国線ほか４路線除草業務委託 土木維持課 岸防水工業（株） 2,409,000 税込

令和3年5月17日 プリンターのリース契約（長期継続契約） デジタル行政推進課
(株)前橋大気堂 渋川営業
所

16,135,020 税込
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落札金額
（円）

金額の種別

令和3年5月20日
渋川市金島ふれあいセンター第一種特定製品簡易
点検及び保守点検業務委託

金島公民館 宮川電気工業株式会社 1,375,000 税込

令和3年5月20日
公共下水道伊香保地区マンホールポンプ維持管理
業務委託

業務課
（株）吾妻水質管理セン
ター渋川支店

1,419,000 税込

令和3年5月20日 伊香保地区下水道施設維持管理業務委託 業務課
（株）吾妻水質管理セン
ター渋川支店

5,440,000 月額（税抜）

令和3年5月20日
渋川市北橘ふれあいセンターホール舞台管理業務
委託（単価契約）

北橘公民館
（有）群馬メモリーレコー
ディング

27,000 単価（税抜）

令和3年5月25日 渋川市伊香保公民館 空調設備保守点検業務委託 伊香保公民館
（有）プロジェクト 渋川
営業所

748,000 税込

令和3年5月25日
渋川市南部学校給食共同調理場自動ドア保守点検
業務委託

学校給食課（南部学
校給食共同調理場）

(株)群馬ナブコ 629,200 税込

令和3年5月25日 渋川市立図書館冷暖房機器保守点検業務委託 渋川市立図書館 (株)ヤマト渋川営業所 440,000 税込

令和3年5月25日 湯滝温泉管清掃業務委託（単価契約） 観光課 瑞穂建設(株) 484,000 税込

令和3年5月25日
渋川市南部学校給食共同調理場排水処理施設保守
点検業務委託（その２）

学校給食課（南部学
校給食共同調理場）

（株）日本水工 3,245,000 税込

令和3年5月25日
渋川市北部学校給食共同調理場排水処理施設保守
点検業務委託（その３）

学校給食課（北部学
校給食共同調理場）

（株）日本水工 2,948,000 税込

令和3年5月25日
渋川市北部学校給食共同調理場自動ドア保守点検
業務委託

学校給食課（北部学
校給食共同調理場）

(株)群馬ナブコ 556,600 税込
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令和3年5月27日 渋川市北橘公民館空調設備保守点検業務委託 北橘公民館
藤田テクノ（株） 渋川営
業所

2,475,000 税込

令和3年5月27日 渋川地区不明水調査業務委託 業務課 瑞穂建設(株) 2,090,000 税込

令和3年5月27日 村上浄水場沈澱池等清掃業務委託 業務課 瑞穂建設(株) 792,000 税込

令和3年5月28日 街路樹樹木管理（夏期）業務委託 都市政策課 （株）渋川園芸市場 3,553,000 税込

令和3年5月28日 渋川市役所第二庁舎消防設備修繕 財務課 東明電気工事(株) 858,000 税込

令和3年5月28日
渋川市小野上行政センター空調設備保守点検業務
委託

小野上行政センター
（有）プロジェクト 渋川
営業所

403,700 税込

令和3年5月28日 渋川市小野上公民館空調機器清掃点検業務委託 小野上公民館
藤田テクノ（株） 渋川営
業所

528,000 税込

令和3年5月31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

3,200,000 税込

令和3年6月2日
パーソナルコンピューターのリース契約（長期継
続契約）

デジタル行政推進課
(株)ナブアシスト 渋川営
業所

315,200 月額（税抜）

令和3年6月2日
渋川市社会福祉センター冷暖房設備機器保守点検
業務委託

地域包括ケア課 日本燃設（株） 1,848,000 税込

令和3年6月3日
教員用コンピュータのリース契約（長期継続契
約）

学校教育課 (株)コーワパートナーズ 598,000 月額（税抜）
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金額の種別

令和3年6月3日 石段の湯設備機器保守点検業務委託 観光課
藤田テクノ（株） 渋川営
業所

649,000 税込

令和3年6月3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3年6月4日
渋川市東部学校給食共同調理場自動ドア保守点検
業務委託

学校給食課（東部学
校給食共同調理場）

(株)群馬ナブコ 580,800 税込

令和3年6月8日 渋川市財務書類作成支援業務委託 財務課 ＯＡＧ税理士法人 418,000 税込

令和3年6月9日 渋川市役所第二庁舎ロスナイ交換修繕 財務課 日本燃設（株） 726,000 税込

令和3年6月9日
渋川市役所第二庁舎空調換気設備清掃点検業務委
託

財務課 日本燃設（株） 869,000 税込

令和3年6月9日 渋川地区電気計装設備保守点検業務委託 業務課 新生電設(株) 渋川営業所 3,630,000 税込

令和3年6月9日 小野上地区電気計装設備保守点検業務委託 業務課
藤田エンジニアリング(株) 
渋川営業所

715,000 税込

令和3年6月9日 赤城地区電気計装設備保守点検業務委託 業務課 新生電設(株) 渋川営業所 1,265,000 税込

令和3年6月15日
渋川市子育て支援総合センター機械警備業務委託
（長期継続契約）

こども課 (株)シムックス 17,800 月額（税抜）

令和3年6月16日
渋川市役所第二庁舎清掃業務委託（長期継続契
約）

財務課
(株)ジェイレック 渋川支
店

698,000 月額（税抜）
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令和3年6月16日 渋川市赤城公民館清掃業務委託 赤城公民館
東洋ポリーズ（株） 渋川
営業所

385,000 税込

令和3年6月16日 市営住宅等浄化槽汚泥引抜業務委託（単価契約） 建築住宅課 (有)関東清掃社 14,000 単価（税抜）

令和3年6月16日
渋川市北部学校給食共同調理場消防用設備等点検
業務委託

学校給食課（北部学
校給食共同調理場）

(株)ケーエムシステム 539,000 税込

令和3年6月16日
渋川市北部学校給食共同調理場ボイラー保守点検
及び第一種圧力容器性能検査業務委託

学校給食課（北部学
校給食共同調理場）

東明電気工事(株) 682,000 税込

令和3年6月16日
渋川市北部学校給食共同調理場空調設備等清掃業
務委託

学校給食課（北部学
校給食共同調理場）

(株)ヤマト 渋川営業所 1,100,000 税込

令和3年6月16日
渋川市南部学校給食共同調理場消防用設備等点検
業務委託

学校給食課（南部学
校給食共同調理場）

(株)ケーエムシステム 572,000 税込

令和3年6月16日 庁用バスタイヤ交換修繕 財務課 (有)星野タイヤ 481,800 税込

令和3年6月16日
渋川市南部学校給食共同調理場給湯設備等点検業
務委託

学校給食課（南部学
校給食共同調理場）

東明電気工事(株) 748,000 税込

令和3年6月16日
渋川市南部学校給食共同調理場空調設備等清掃業
務委託

学校給食課（南部学
校給食共同調理場）

(株)ヤマト 渋川営業所 1,430,000 税込

令和3年6月17日 濃縮汚泥管理収集運搬業務委託 業務課 伊香保運送(有) 750,000 月額（税抜）

令和3年6月17日 個別排水処理浄化槽保守管理業務委託 業務課
(株)環境保全センター 渋
川支店

17,275,600 税込
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入札結果（役務等の提供）
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令和3年6月18日 伊香保地区外環道路分筆測量業務委託 土木管理課 狩野測量設計事務所 1,210,000 税込

令和3年6月18日 赤城地区（北部）道路除草業務委託 土木維持課 （有）赤城土建 4,840,000 税込

令和3年6月18日 赤城地区（南部）道路除草業務委託 土木維持課 （有）新井組 4,840,000 税込

令和3年6月18日 北橘地区（北部）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

2,189,000 税込

令和3年6月18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

2,420,000 税込

令和3年6月24日
渋川市子持行政センター冷暖房機器清掃点検業務
委託

子持行政センター 東明電気工事(株) 1,870,000 税込

令和3年6月28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3年6月28日
投開票所資材運搬業務委託（市長選及び市議補
選）

総務課 高崎倉庫(株) 460,000 税込

令和3年6月28日 渋川市公立幼稚園等消防設備保守点検業務委託 こども課 共和消防設備（株） 638,000 税込

令和3年6月29日
渋川市中央公民館外５施設建築基準法に基づく定
期報告業務委託

中央公民館 下田建築設計事務所 840,000 税込

令和3年6月30日
横堀Ⅸ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） 1,485,000 税込
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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3年6月30日
横堀Ⅲ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 1,375,000 税込

令和3年6月30日
横堀Ⅳ地区（E・F１・FⅡ-１工程）地籍調査業務
委託

土木管理課 （株）理工技術 7,040,000 税込

令和3年6月30日 市道木の間藤田線樹木伐採業務委託 土木維持課 朝比奈土建工業(株) 1,507,000 税込
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