
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7月1日
選挙ポスター掲示場作成、設置、管理及び撤去業
務委託（市長選及び市議補選）

総務課 （株）北関スクリーン 5,038,000 税込

令和3年7月2日 児童生徒輸送用バスの賃貸借契約 学校教育課 日輸企画(株) 284,031 税込

令和3年7月8日 渋川市役所本庁舎非常灯用蓄電池交換修繕 財務課 宮川電気工業株式会社 495,000 税込

令和3年7月9日
渋川市東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（赤城学
校給食共同調理場）

藤田エンジニアリング(株) 
渋川営業所

759,000 税込

令和3年7月15日 基幹系端末のリース契約（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

683,800 月額（税抜）

令和3年7月16日 ｋｉｒａｒｉしぶかわ製作業務委託 秘書室 ソニック(株) 330,000 税込

令和3年7月19日 PCB分析調査業務委託 業務課 （株）環境技研 1,320,000 税込

令和3年7月30日
渋川市立小学校建築物及び非構造部材点検調査業
務委託

教育総務課 バク建築設計事務所 9,790,000 税込

令和3年7月30日
渋川市立中学校建築物及び非構造部材点検調査業
務委託

教育総務課
(株)エムロード環境造形研
究所

3,960,000 税込

令和3年7月30日
旧渋川市立南雲小学校施設警備業務委託（長期継
続契約）

教育総務課 ＡＬＳＯＫ群馬(株) 9,790 月額（税抜）

令和3年7月30日
渋川市立渋川北小学校外１３校施設警備業務委託
（長期継続契約）

教育総務課
セコム上信越(株) 前橋統
轄支社

123,200 月額（税抜）
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令和3年7月30日
渋川市立渋川中学校外８校施設警備業務委託（長
期継続契約）

教育総務課
セコム上信越(株) 前橋統
轄支社

78,210 月額（税抜）

令和3年8月6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

3,465,000 税込

令和3年8月6日
高速フルカラー印刷機のリース契約（長期継続契
約）

総務課 前橋事務器(株)渋川営業所 76,500 月額（税抜）

令和3年8月10日 通学バス（津久田・赤城北線）運行業務委託 教育総務課 ローランド観光バス(株) 40,171,500 税込

令和3年8月10日 通学バス（三原田・赤城南線）運行業務委託 教育総務課 ローランド観光バス(株) 62,639,100 税込

令和3年8月10日
史跡瀧沢石器時代遺跡史跡境界測量及び境界標設
置業務委託

文化財保護課 （株）理工技術 4,510,000 税込

令和3年8月11日
渋川市水道施設自家用電気工作物保安管理業務委
託（長期継続契約）

業務課
（一財）関東電気保安協会 
群馬事業本部

251,174 月額（税抜）

令和3年8月25日
八木原駅周辺地区地区計画の街区道路図作成業務
委託

都市政策課
技研コンサル株式会社渋川
営業所

825,000 税込

令和3年8月25日
渋川市役所第二庁舎自家用電気工作物保安管理業
務委託（長期継続契約）

財務課 （有）サンフィールド 564,000 年額（税抜）

令和3年8月26日 竹林整備(上中郷･浅田地区)業務委託 農林課 渋川広域森林組合 8,800,000 税込

令和3年8月30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
技研コンサル株式会社渋川
営業所

1,760,000 税込
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令和3年8月31日 渋川地区マンホール調査業務委託 業務課 瑞穂建設(株) 3,740,000 税込

令和3年8月31日
渋川市鯉沢･吹屋原地区クリーンセンター曝気装
置減速機修繕

業務課
環境システム(株) 渋川支
店

4,510,000 税込

令和3年8月31日 渋川市役所本庁舎清掃業務委託（長期継続契約） 財務課
東朋産業（株） 渋川営業
所

333,000 月額（税抜）

令和3年9月2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)食環境衛生研究所 1,800 税込

令和3年9月3日 中村用水土砂浚渫業務委託 土地改良課 (有)長谷昌組 2,530,000 税込

令和3年9月6日
上中郷地区農業集落排水処理施設ほか１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

4,268,000 税込

令和3年9月7日
渋川市北橘行政センター清掃業務委託（長期継続
契約）

北橘行政センター
東朋産業（株） 渋川営業
所

157,000 税込

令和3年9月7日 北橘町上南室分筆測量業務委託 土木管理課 (株)理工技術 748,000 税込

令和3年9月7日
選挙ポスター掲示場作成、設置、管理及び撤去業
務委託（衆院選）

総務課 梅沢建設（株） 3,080,000 税込

令和3年9月8日
渋川市役所本庁舎ほか４施設昇降機保守点検業務
委託（長期継続契約）

財務課 （株）ハイン 前橋営業所 49,000 月額（税抜）

令和3年9月14日
渋川すこやかプラザ自家用電気工作物保安管理業
務委託（長期継続契約）

こども課 ウブカタ電気管理 34,700 月額（税抜）
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令和3年9月14日
渋川市子育て支援総合センター清掃業務委託（長
期継続契約）

こども課
東朋産業（株） 渋川営業
所

220,000 年額（税抜）

令和3年9月15日 渋川市立図書館清掃業務委託（長期継続契約） 渋川市立図書館 エル・ライン(株) 230,000 月額（税抜）

令和3年9月16日 自動車騒音常時監視業務委託 環境政策課 (株)環境技研 1,397,000 税込

令和3年9月16日
純水製造装置及び超純水製造装置消耗部品の交換
修繕

環境政策課 高信化学(株) 485,991 税込

令和3年9月17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) 1,870,000 税込

令和3年9月17日
渋川市小野上行政センター及び渋川市小野上公民
館清掃業務委託（長期継続契約）

小野上行政センター
東朋産業（株） 渋川営業
所

128,000 月額（税抜）

令和3年9月21日
渋川市立渋川幼稚園外３園自家用電気工作物保安
管理業務委託（長期継続契約）

こども課
(株)ジェイレック 渋川支
店

150,000 月額（税抜）

令和3年9月21日 渋川市中央公民館清掃業務委託（長期継続契約） 中央公民館
(株)ジェイレック 渋川支
店

150,000 月額（税抜）

令和3年9月21日
渋川市役所本庁舎及び第二庁舎電話交換設備保守
点検業務委託（長期継続契約）

財務課 (株)群電 92,000 月額（税抜）

令和3年9月24日 街路樹樹木管理（冬期）業務委託 都市計画課 池田種苗(株) 4,378,000 税込

令和3年9月27日 配水池等清掃調査業務委託 業務課 カワナベ工業(株) 3,278,000 税込
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令和3年9月27日 北橘地区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

3,938,000 税込

令和3年9月27日 有馬堂山古墳群２発掘調査業務委託 土木管理課 (株)測研 しぶかわ営業所 11,880,000 税込

令和3年9月27日 渋川・伊香保地区林道除草業務委託 農林課 岸防水工業（株） 2,068,000 税込

令和3年9月27日 赤城地区林道除草業務委託 農林課 (有)狩野土木 2,915,000 税込

令和3年9月27日 長峰浄水場非常用発電機修繕 業務課 宮川電気工業株式会社 2,772,000 税込

令和3年9月27日 小野子配水場発電機修繕 業務課
藤田エンジニアリング(株) 
渋川営業所

1,974,500 税込

令和3年9月27日 渋川市立小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) 1,397,000 税込

令和3年9月27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) 3,300,000 税込

令和3年9月27日
渋川市鯉沢･吹屋原地区クリーンセンター自動ス
クリーン修繕

業務課
環境システム(株) 渋川支
店

3,630,000 税込
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