
平成２６年度入札結果 ※いずれも税抜き

番 号 入札日 件　　　　　　　　名 担当課 落　札　業　者 予定価格 落札価格 種別

1 4月18日 平成２６年度公用車任意保険加入 委託 管財課 日本興亜損害保険株式会社　千葉西支店 3,883,000 3,250,290 指名

2 4月23日 小・中学校自家用電気工作物保安管理業務委託（Ａ地区） 委託 教育総務課 株式会社千葉県電気保守協会 2,010,000 1,410,700 指名

3 4月23日 小・中学校自家用電気工作物保安管理業務委託（Ｂ地区） 委託 教育総務課 協同組合千葉施設管理センター 680,000 430,000 指名

4 4月23日 小・中学校自家用電気工作物保安管理業務委託（Ｃ地区） 委託 教育総務課 ティーエムエンジニア株式会社 716,000 442,200 指名

5 4月23日 平成２６年度自家用電気工作物保安管理等業務委託 委託 管財課 一般財団法人関東電気保安協会　千葉事業本部 601,000 482,803 指名

6 4月23日 平成２６年度道路補修工事（その１） 工事 土木管理課 株式会社小幡工務店 11,440,000 10,650,000 指名

7 4月23日 平成２６年度道路補修工事（その２） 工事 土木管理課 先和建設株式会社 11,440,000 11,000,000 指名

8 4月23日 平成２６年度道路補修工事（その３） 工事 土木管理課 株式会社正喜工業 16,850,000 16,500,000 指名

9 4月23日 平成２５年度岩戸地区面整備工事（その２） 工事 下水道課 株式会社正喜工業 9,000,000 8,500,000 指名

10 4月23日 本埜スポーツプラザ陸上競技場法面復旧工事 工事 都市整備課 株式会社遠藤組 4,180,000 4,000,000 指名

11 4月23日 平成２６年度事業系一般廃棄物収集運搬業務委託 委託 管財課 千葉クリーン株式会社 29.90 37.04 指名

12 4月23日 平成２６年度事業系資源ゴミ収集運搬業務委託 委託 管財課 株式会社印旛共進 2,420,000 809,930 指名

13 4月23日 平成２６年度道路散乱ごみ回収パトロール業務委託 委託 クリーン推進課 千葉クリーン株式会社 3,431,000 2,580,000 指名

14 4月23日 印西市学校給食残渣収集運搬業務委託 委託 指導課 千葉クリーン株式会社 33.80 32.00 指名

15 4月23日 印西市学校給食センター一般廃棄物収集運搬業務委託 委託 指導課 有限会社鎌ヶ谷紙業 36.11 31.00 指名

16 4月23日 レセプト縦覧点検業務委託（一般診療） 委託 国保年金課 株式会社オークス 7.00 4.10 指名

17 4月23日 レセプト縦覧点検業務委託（柔道整復施術） 委託 国保年金課 入札中止 指名

18 4月23日 平成２６年度水質検査業務委託 委託 環境保全課 一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター 6,386,000 5,500,000 指名

19 4月23日 特定保健指導業務委託 委託 健康増進課 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア 16,562 12,500 指名

20 4月23日 平成２６年度印西市固定資産評価基礎資料等整備業務委託 測量等 資産税課 朝日航洋株式会社千葉支店 29,870,000 28,000,000 指名

21 4月23日 平成２６年度浦部地区地下水浄化対策効果判定調査業務委託 測量等 環境保全課 一般財団法人千葉県環境財団 3,780,000 2,320,000 指名

22 4月23日 平成２６年度小林地区地下水汚染機構解明調査業務委託 測量等 環境保全課 一般財団法人千葉県環境財団 1,450,000 840,000 指名

23 4月23日 印西市立小・中学校特殊建築物定期報告書作成業務委託 測量等 教育総務課 株式会社カトウ建築事務所 8,100,000 7,500,000 指名

24 4月23日 印西市立小・中学校屋内運動場非構造部材点検業務委託 測量等 教育総務課 株式会社カトウ建築事務所 18,200,000 17,500,000 指名

25 4月23日 印西市立保育園保育士派遣業務 委託 保育課 株式会社アスカクリエート 1,750 1,552 指名

26 4月23日 市議会会議録調製等業務 委託 議会事務局 株式会社会議録センター 16,004,000 14,880,000 指名

27 4月23日 平成２６年度市有バス運行管理業務委託 委託 管財課 ムサシ興発株式会社　千葉営業所 28,000 14,000 指名

28 4月23日 文化ホール・大森図書館消防用設備保守点検業務委託 委託 生涯学習課 株式会社関東消防機材 965,000 960,000 指名

29 4月23日 文化ホール舞台照明設備保守点検業務委託 委託 生涯学習課 株式会社松村電機製作所　東京支店 828,000 810,000 指名

30 4月23日 文化ホール音響映像設備保守点検業務委託 委託 生涯学習課 ビクターアークス株式会社 1,498,000 1,300,000 指名

31 4月23日 文化ホール舞台吊物機構保守点検業務委託 委託 生涯学習課 三精工事サービス株式会社　東京支店 1,312,000 720,000 指名

区分
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32 4月23日 平成２６年度中継ポンプ場運転管理等業務委託 委託 下水道課 特産エンジニアリング株式会社 49,570,000 36,000,000 指名

33 4月23日 小学校し尿浄化槽保守点検業務委託（Ａ地区） 委託 教育総務課 日本施工管理株式会社 2,926,000 2,750,000 指名

34 4月23日 小・中学校し尿浄化槽保守点検業務委託（Ｂ地区） 委託 教育総務課 ウッドテック株式会社 1,032,000 600,000 指名

35 4月23日 小学校し尿浄化槽保守点検業務委託（Ｃ地区） 委託 教育総務課 常陽メンテナンス株式会社　松戸営業所 1,462,000 780,000 指名

36 4月23日 平成２６年度そうふけふれあいの里浄化槽保守管理業務委託 委託 社会福祉課 株式会社センエー 1,290,000 1,190,000 指名

37 4月23日 印西市高花学校給食センター他排水処理施設保守点検業務委託 委託 指導課 株式会社ＴＥＣ 4,110,000 3,750,000 指名

38 4月23日 印西市立本埜学校給食センター浄化槽保守点検業務委託 委託 指導課 ウッドテック株式会社 1,418,200 1,300,000 指名

39 4月23日 本埜公民館浄化槽、受水槽及び井戸水処理施設管理業務委託 委託 指導課 株式会社ミズホプラント 1,410,000 899,800 指名

40 4月23日 平成２６年度印西市立保育園清掃等管理業務委託 委託 保育課 サンダムビルサービス株式会社 3,661,750 2,250,000 指名

41 4月23日 平成２６年度庁舎総合管理業務委託 委託 管財課 株式会社オーエンス　印西営業所 23,010,000 20,515,000 指名

42 4月23日 平成２６年度印西市ふれあい文化館総合管理業務委託 委託 生涯学習課 株式会社東進ビルシステム 16,042,000 15,880,000 指名

43 4月23日 平成２６年度総合福祉センター建物総合管理業務委託 委託 介護福祉課 株式会社オーエンス　印西営業所 20,697,315 20,625,000 指名

44 4月23日 文化ホール・大森図書館総合管理業務委託 委託 生涯学習課 株式会社オーエンス　印西営業所 19,852,000 19,800,000 指名

45 4月23日 小倉台図書館総合管理業務委託 委託 生涯学習課 株式会社東進ビルシステム 11,003,732 10,900,000 指名

46 4月23日 中央公民館総合管理業務委託 委託 生涯学習課 株式会社オーエンス　印西営業所 5,547,000 5,547,000 指名

47 4月23日 平成２６年度中央駅前地域交流館総合管理業務委託 委託 生涯学習課 株式会社オーエンス　印西営業所 11,165,000 11,099,000 指名

48 4月23日 小林コミュニティプラザ総合管理業務委託 委託 生涯学習課 株式会社東進ビルシステム 5,845,390 5,600,000 指名

49 4月23日 平成２６年度保健福祉センター総合管理業務委託 委託 介護福祉課 株式会社東進ビルシステム 17,479,391 17,300,000 指名

50 4月23日 平成２６年度印西市中央保健センター清掃業務委託 委託 健康増進課 株式会社オーエンス　印西営業所 956,580 946,000 指名

51 4月23日 平成２６年度そうふけふれあいの里総合管理業務委託 委託 社会福祉課 柏ビル管理株式会社 5,968,000 5,680,000 指名

52 4月23日 印西市学校給食施設建物清掃等業務委託 委託 指導課 京葉ビルサービス株式会社 7,268,480 4,500,000 指名

53 4月23日 平成２６年度ふれあいセンターいんば及び印旛支所分庁舎総合管理業務委託 委託 印旛支所市民サービス課 株式会社オーエンス　印西営業所 9,075,000 8,932,000 指名

54 4月23日 印西市立印旛公民館総合管理業務委託 委託 生涯学習課 株式会社オーエンス　印西営業所 6,610,000 6,523,000 指名

55 4月23日 平成２６年度松山下公園施設総合管理業務委託 委託 都市整備課 株式会社東進ビルシステム 37,381,000 36,960,000 指名

56 4月23日 印西市立本埜公民館総合管理業務委託 委託 生涯学習課 常陽メンテナンス株式会社　松戸営業所 10,141,000 10,000,000 指名

57 4月23日 庁舎電話交換業務委託 委託 管財課 株式会社オーエンス　印西営業所 630,000 554,000 指名

58 4月23日 平成２６年度地域安全安心パトロール業務委託（Ｈ２６－２） 委託 市民安全課 共立警備保障株式会社 3,550,000 3,246,300 指名

59 4月23日 平成２６年度残土監視パトロール業務委託 委託 環境保全課 サンエス警備保障株式会社 3,240,000 2,530,000 指名

60 4月23日 平成２６年度廃棄物不法投棄等監視業務委託 委託 クリーン推進課 北総警備保障株式会社 3,417,000 2,360,000 指名

61 4月23日 印西市立保育園園児用布団乾燥業務 委託 保育課 株式会社レンティ 250 242 指名

62 4月23日 印西市立保育園職員腸内細菌検査業務 委託 保育課 株式会社有研 218 195 指名
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63 4月23日 平成２６年度印西市立図書館資料等回収運搬業務及びスクール便業務委託 委託 生涯学習課 入札中止 指名

64 5月14日・15日 印西市立小・中学校屋内運動場特定天井撤去工事設計業務委託 測量等 電子 教育総務課 株式会社千町村建築研究所 5,260,000 5,000,000 指名

65 5月14日 印西市立中学校武道場特定天井撤去工事設計業務委託 測量等 電子 教育総務課 株式会社カトウ建築事務所 4,890,000 4,700,000 指名

66 5月14日・15日 船穂中学校改修工事設計業務委託 測量等 電子 教育総務課 不調 指名

67 5月14日 平成２６年度雨水排水基本計画作成業務委託 測量等 電子 土木管理課 株式会社エイト日本技術開発 33,160,000 33,000,000 指名

68 5月14日 平成２６年度金山落堀排水路設計業務委託 測量等 電子 土木管理課 株式会社東洋設計事務所 6,170,000 5,900,000 指名

69 5月14日 旧市民活動支援センター解体撤去工事 工事 電子 市民活動推進課 入札中止 指名

70 5月14日 平成２６年度印西市市民活動総合補償制度保険契約 委託 電子 市民活動推進課 入札中止 指名

71 5月14日 平成２６年度汚泥処分業務委託 委託 電子 土木管理課 有限会社平澤興業 12,000 11,000 指名

72 5月14日 小・中学校プール循環浄化装置保守点検及び濾材交換等業務委託（A地区） 委託 電子 教育総務課 常陽メンテナンス株式会社松戸営業所 4,555,000 3,500,000 指名

73 5月14日 小・中学校プール循環浄化装置保守点検及び濾材交換等業務委託（B地区） 委託 電子 教育総務課 有限会社プール施設サービス 2,590,000 2,500,000 指名

74 5月14日 印西市立公民館消防用設備等点検業務委託 委託 電子 生涯学習課 株式会社佐倉防災 1,350,400 1,280,000 指名

75 5月14日 平成２６年度上水道水質検査業務委託 委託 電子 水道課 株式会社江東微生物研究所東関東支所 3,498,000 2,570,000 指名

76 5月14日 平成２６年度分封筒等印刷製本 物品他 電子 管財課 三陽メディア株式会社千葉営業所 1,658,000 1,469,200 指名

77 5月14日 柔道整復施術レセプト点検業務委託 委託 電子 国保年金課 入札中止 指名

78 5月21日 平成２６年度　公園管理委託№1 委託 都市整備課 高秀建設株式会社 27,275,300 19,094,000 一般

79 5月21日 平成２６年度　公園管理委託№2 委託 都市整備課 入札中止 一般

80 5月21日 平成２６年度　公園管理委託№3 委託 都市整備課 有限会社岩城造園土木 23,203,500 16,320,000 一般

81 5月21日 平成２６年度　公園管理委託№4 委託 都市整備課 株式会社田久保造園土木 18,720,000 13,107,240 一般

82 5月21日 平成２６年度　公園管理委託№5 委託 都市整備課 株式会社田久保造園土木 21,337,200 14,938,320 一般

83 5月21日 平成２６年度　公園管理委託№6 委託 都市整備課 高秀建設株式会社 14,000,000 9,880,000 一般

84 5月21日 平成２６年度　公園管理委託№7 委託 都市整備課 宮嶋造園株式会社 11,390,000 8,035,000 一般

85 5月21日 平成２６年度　公園管理委託№8 委託 都市整備課 ヤマト造園土木株式会社 13,210,000 9,310,000 一般

86 5月21日 平成２６年度　公園管理委託№9 委託 都市整備課 株式会社秋桜 9,970,000 7,000,000 一般

87 5月21日 平成２６年度　公園管理委託№10 委託 都市整備課 株式会社Ｉ.Ｇ.Ｏ 21,696,500 15,340,000 一般

88 5月21日 平成２６年度　公園管理委託№11 委託 都市整備課 有限会社豊田造園 18,890,000 13,230,000 一般

89 5月21日 街路樹管理業務委託（Ｈ26-1） 委託 土木管理課 株式会社松月園 11,250,000 7,940,000 一般

90 5月21日 街路樹管理業務委託（Ｈ26-2） 委託 土木管理課 高秀建設株式会社 9,410,000 6,590,000 一般

91 5月21日 街路樹管理業務委託（Ｈ26-3） 委託 土木管理課 高秀建設株式会社 12,270,000 8,660,000 一般

92 5月21日 街路樹管理業務委託（Ｈ26-4） 委託 土木管理課 有限会社ヨシダヤ 9,370,000 6,580,000 一般

93 5月21日 街路樹管理業務委託（Ｈ26-5） 委託 土木管理課 北千葉グリーン株式会社 16,290,000 11,800,000 一般

3



平成２６年度入札結果 ※いずれも税抜き

番 号 入札日 件　　　　　　　　名 担当課 落　札　業　者 予定価格 落札価格 種別区分

94 5月21日 街路樹管理業務委託（Ｈ26-6） 委託 土木管理課 共雄興業株式会社 14,340,000 10,800,000 一般

95 5月21日 街路樹管理業務委託（Ｈ26-7） 委託 土木管理課 高秀建設株式会社 9,470,000 6,680,000 一般

96 5月21日 街路樹管理業務委託（Ｈ26-8） 委託 土木管理課 高秀建設株式会社 9,650,000 6,780,000 一般

97 5月21日 平成２６年度印西市消防団用Ｂ－３級小型動力ポンプ付積載車購入 物品他 電子 防災課 株式会社清水商会 24,000,000 21,549,000 一般

98 5月21日 印西市牧の原学校給食センター調理機器購入 物品他 電子 教育総務課 日本調理機株式会社 90,620,000 89,000,000 一般

99 5月21日 印西市印旛学校給食センター調理機器購入 物品他 電子 教育総務課 株式会社中西製作所 71,170,000 68,000,000 一般

100 5月21日 平成26年度印西市立図書館資料等回収運搬業務 委託 電子 生涯学習課 明和運輸株式会社千葉中央営業所 2,580,000 1,684,800 指名

101 5月21日 印西市公金輸送警備業務委託 委託 電子 会計課 綜合警備保障株式会社柏支社 3,042,239 2,647,700 指名

102 5月21日 印西市共同溝管理業務委託 委託 電子 土木管理課 株式会社オーエンス印西営業所 708,333 673,000 指名

103 6月4日 議会広報紙(議会だより)印刷及び新聞折り込み業務(8月・11月・2月発行) 物品他 電子 議会事務局 株式会社ヤカ 2,420,000 1,941,442 指名

104 6月4日 ｢広報いんざい｣印刷製本業務 物品他 電子 秘書広報課 株式会社ヤカ 5.70 5.30 指名

105 6月4日 ｢印西市市勢要覧２０１４｣印刷製本業務 物品他 電子 秘書広報課 三陽メディア株式会社千葉営業所 2,750,000 1,800,000 指名

106 6月4日 広報紙新聞折込業務委託 委託 電子 秘書広報課 株式会社ユースメディア柏営業所 4.77 4.10 指名

107 6月4日 自家用電気工作物保安管理業務委託 委託 電子 生涯学習課 藤生電気管理事務所 865,000 800,000 指名

108 6月4日 小・中学校貯水槽清掃及び水質検査業務委託（Ａ地区） 委託 電子 教育総務課 株式会社東進ビルシステム 2,377,000 2,300,000 指名

109 6月4日 小・中学校貯水槽清掃及び水質検査業務委託（Ｂ地区） 委託 電子 教育総務課 株式会社成田空港美整社 1,116,000 1,070,000 指名

110 6月4日 平成２６年度小・中学校除草業務委託 委託 電子 教育総務課 栄産業株式会社 4,130,000 3,500,000 指名

111 6月4日 小・中学校消防用設備保守点検業務委託 委託 電子 教育総務課 株式会社岡田産業 8,727,000 7,980,000 指名

112 6月4日 平成２６年度印西中学校スクールバス運行業務委託 委託 電子 学務課 株式会社コスモスバス 11,900 8,800 指名

113 6月4日 平成２６年度瀬戸幼稚園・もとの幼稚園送迎バス運行管理業務委託 委託 電子 学務課 田中観光株式会社 13,500 9,400 指名

114 6月4日 平成２６年度沈砂池・排水路用地草刈業務委託 委託 電子 下水道課 株式会社ミヤノ 2,690,000 1,380,000 指名

115 6月4日 平成２６年度中継ポンプ場し渣・スカム等清掃業務委託 委託 電子 下水道課 千葉ロードサービス株式会社 4,340,000 3,400,000 指名

116 6月4日 平成２６年度特定事業場等水質調査業務委託 委託 電子 下水道課 有限会社ティ・エヌケミスト 1,950,000 574,510 指名

117 6月4日 草刈業務委託（Ｈ２６－１） 委託 電子 建設課 山晃興業株式会社 2,050,000 1,390,000 指名

118 6月4日 平成２６年度公園管理委託その２ 委託 電子 都市整備課 有限会社全総興業 9,200,000 6,550,000 指名

119 6月4日・5日 印西市立学童クラブ空調室内外機薬品洗浄委託 委託 電子 保育課 株式会社オーエンス印西営業所 514,800 499,000 指名

120 6月4日 平成２６年度　印西市立保育園樹木管理業務委託 委託 電子 保育課 株式会社ミヤノ 970,000 800,000 指名

121 6月4日 平成２６年度総合福祉センター樹木管理業務委託 委託 電子 介護福祉課 有限会社渡辺新生興業 1,712,223 1,200,000 指名

122 6月4日 第６期印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定支援業務委託 委託 電子 介護福祉課 入札中止 指名

123 6月4日 印西市第２次基本計画策定業務委託 委託 電子 企画政策課 入札中止 指名

124 6月4日 印西市防災気象情報提供等業務委託 委託 電子 防災課 入札中止 指名
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125 6月4日 平成２６年度特定健康診査等結果打鍵業務委託 委託 電子 健康増進課 株式会社EST corporation 341 280 指名

126 6月5日 小倉台小学校床改修工事 工事 電子 教育総務課 株式会社新星建設　印西支店 9,160,000 7,900,000 指名

127 6月5日 平成２６年度市道１８－０４５号線路線測量業務委託 測量等 電子 建設課 北印測量設計株式会社 1,720,000 1,600,000 指名

128 6月5日 平成２６年度市道松崎・吉田線路線測量業務委託（吉田工区） 測量等 電子 建設課 京央測量設計株式会社 3,570,000 3,400,000 指名

129 6月5日 平成２６年度市道奈良戸・西原線用地等測量業務委託 測量等 電子 建設課 有限会社篠原測量設計 1,790,000 1,700,000 指名

130 6月5日 平成２６年度市道奈良戸・西原線道路詳細設計業務委託 測量等 電子 建設課 株式会社京葉都市設計 710,000 660,000 指名

131 6月5日・6日 平成２６年度市道００－００９号線橋梁詳細修正設計業務委託 測量等 電子 建設課 不調 指名

132 6月5日 平成２６年度市道００－０３１号線擁壁等詳細修正設計業務委託 測量等 電子 建設課 株式会社エイト日本技術開発　千葉事務所 6,880,000 6,200,000 指名

133 6月5日 平成２６年度市道１４－１３５号線樹木伐採工事 工事 電子 建設課 有限会社岩崎造園 3,170,000 1,550,000 指名

134 6月5日・6日 小林駅南口駅前広場物件調査再算定業務委託 測量等 電子 建設課 互恵補償コンサルタント株式会社 1,680,000 1,610,000 指名

135 6月5日 松山下公園総合体育館　特殊建築物・建築設備等定期検査報告書作成業務委託 測量等 電子 都市整備課 株式会社千都建築設計事務所 1,140,000 1,000,000 指名

136 6月5日・6日 印西市立小倉台学童クラブ改修工事 工事 電子 保育課 不調 指名

137 6月5日 印西市立高花学童クラブ分室空調機等新設工事 工事 電子 保育課 株式会社石塚設備 1,456,900 1,389,000 指名

138 6月5日 平成２６年度印西市立保育園特殊建築物等定期調査報告業務委託 測量等 電子 保育課 株式会社竹江設計事務所 2,019,445 1,780,000 指名

139 6月5日 印西市総合福祉センターロータリー舗装改修工事 工事 電子 介護福祉課 有限会社小林工業 3,070,000 2,590,000 指名

140 6月5日 印西市小林駅周辺サイン設置工事実施設計業務委託 測量等 電子 経済政策課 和合建設コンサルタント株式会社 1,944,000 1,800,000 指名

141 6月5日 防火水槽撤去工事（Ｈ２６－１） 工事 電子 防災課 三和エクステリア東葛販売株式会社 3,160,000 1,461,240 指名

142 6月5日・6日 平賀地区構造改善センター外壁補修工事 工事 電子 市民活動推進課 入札中止 指名

143 6月5日 旧市民活動支援センター施設解体撤去工事 工事 電子 市民活動推進課 有限会社武藤工務店 7,360,000 6,800,000 指名

144 6月9日 平成２６年度プリンタ用消耗品取得 物品他 電子 情報管理課 株式会社エース商会 7,975,740 6,464,095 一般

145 6月9日 平成２６年度多機能カラープリンタ用消耗品取得 物品他 電子 情報管理課 チバビジネス株式会社成田支店 1,834,925 1,732,000 一般

146 6月9日 平成２６年度印西市役所市民課・出張所モノクロ複合機購入 物品他 電子 市民課 株式会社トーエイ 3,936,500 1,374,500 一般

147 6月9日 小・中学校　消火器及び消火栓ホース購入 物品他 電子 教育総務課 株式会社清水商会 6,609,130 2,288,250 一般

148 6月9日 平成２６年度分コピー用紙購入 物品他 電子 管財課 株式会社エース商会 3,495,800 2,925,800 一般

149 6月9日 平成２６年度草刈業務委託（その１） 委託 電子 土木管理課 共雄興業株式会社 14,240,000 10,046,000 一般

150 6月9日 平成２６年度草刈業務委託（その２） 委託 電子 土木管理課 共雄興業株式会社 18,280,000 14,500,000 一般

151 6月18日 松山下公園消防用設備等保守点検業務委託 委託 電子 スポーツ振興課 能美防災株式会社千葉支社 2,360,411 2,230,000 指名

152 6月18日 平成２６年度ダイオキシン類環境調査業務委託 委託 電子 環境保全課 株式会社永山環境科学研究所 1,186,000 630,000 指名

153 6月18日 平成２６年度竹袋焼却場跡地環境調査業務委託 委託 電子 環境保全課 株式会社エヌ・イーサポート千葉営業所 1,561,112 590,000 指名

154 6月18日 平成２６年度印西市国民保護計画修正業務委託 委託 電子 防災課 アジア航測株式会社千葉支店 3,650,000 3,350,000 指名

155 6月18日 第４期印西市障害福祉計画策定業務委託 委託 電子 障がい福祉課 サンコーコンサルタント株式会社東関東支店 4,537,037 4,500,000 指名
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156 6月18日 平成２６年度市有地草刈等業務委託 委託 電子 管財課 有限会社岩崎造園 2,590,000 1,500,000 指名

157 6月18日 平成２６年度庁舎樹木管理委託 委託 電子 管財課 有限会社大幸園 1,880,000 1,490,000 指名

158 6月18日 平成２６年度市道００－１０７号線現地測量業務委託 測量等 電子 建設課 鈴木測量設計株式会社 3,680,000 3,480,000 指名

159 6月18日 街頭防犯カメラ設置工事詳細設計業務委託 測量等 電子 市民安全課 株式会社環境技研コンサルタント 1,780,000 1,600,000 指名

160 6月18日 旧印旛高校建物改修工事実施設計業務委託 測量等 電子 生涯学習課・障がい福祉課 ランドブレイン株式会社 8,760,000 8,300,000 指名

161 6月18日 （仮称）木下学童クラブ新築工事設計業務委託 測量等 電子 保育課 由旭建築設計事務所 5,520,000 2,680,000 指名

162 6月18日 印西市第２次基本計画策定支援業務 委託 電子 企画政策課 一般財団法人日本開発構想研究所 13,267,000 6,400,000 指名

163 6月18日 印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業策定支援業務委託 委託 電子 介護福祉課 入札中止 指名

164 6月30日 平成２６年度配水管布設工事（その１） 工事 電子 水道課 ウッドテック株式会社 23,423,000 20,118,000 一般

165 6月30日 印西市印旛支所解体撤去等工事 工事 電子 印旛支所市民サービス課 池田工建株式会社 91,287,000 76,930,000 一般

166 7月10日 平成２６年度公用車の購入 （その１） 物品他 電子 管財課 有限会社光ヨウ自動車 5,922,000 5,731,928 一般

167 7月10日 ４カ国語版印西市総合防災ブック作成業務委託 委託 電子 防災課 株式会社メリットファイブ 819,222 652,000 指名

168 7月10日 印西市防災気象情報サービス業務委託 委託 電子 防災課 株式会社ウェザーニューズ 1,403,000 910,000 指名

169 7月10日 平成２６年度公園遊具等定期点検業務委託 委託 電子 都市整備課 日都産業株式会社 2,543,000 1,395,500 指名

170 7月10日 平成２６年度印西地区配水管洗浄業務委託 委託 電子 水道課 フジ地中情報株式会社東京支店 12,680,000 12,000,000 指名

171 7月10日 平成２６年度劣化活性炭再生業務委託 委託 電子 下水道課 入札中止 指名

172 7月10日 平成２６年度公共下水道台帳作成業務委託 測量等 電子 下水道課 東葉測量株式会社 2,350,000 2,150,000 指名

173 7月10日 平成２６年度中継ポンプ場自家発電・計装設備点検業務委託 委託 電子 下水道課 入札中止 指名

174 7月10日 平成２６年度中継ポンプ場消防設備点検業務委託 委託 電子 下水道課 平和防災株式会社 600,000 450,000 指名

175 7月10日・11日 平成２６年度側溝清掃業務委託 委託 電子 土木管理課 株式会社飛翔工業 7,470,000 7,300,000 指名

176 7月10日 平成２６年度印西市路面性状調査業務委託 委託 電子 土木管理課 株式会社パスコ千葉支店 6,500,000 5,600,000 指名

177 7月10日 平成２６年度庁舎消防設備保守点検業務委託 委託 電子 管財課 モーリス防災販売株式会社 986,500 600,000 指名

178 7月10日 平成２６年度印西市立小倉台学童クラブ室内改修工事 工事 電子 保育課 高野内建設株式会社 5,787,125 5,780,000 指名

179 7月10日 印西市立西の原保育園大規模改修設計業務委託 測量等 電子 保育課 由旭建築設計事務所 3,860,000 3,740,000 指名

180 7月10日 平賀地区構造改善センター外壁補修工事 工事 電子 市民活動推進課 高野内建設株式会社 2,080,000 1,950,000 指名

181 7月10日 印西都市計画（地区計画）見直し業務委託 測量等 電子 都市計画課 株式会社パスコ千葉支店 2,690,000 2,500,000 指名

182 7月10日・11日 平成２６年度市道１８－０４５号線歩道等詳細設計業務委託 測量等 電子 建設課 千鉱エンジニアリング株式会社 570,000 530,000 指名

183 7月10日・11日 通学路安全対策工事（Ｈ２６－１） 工事 電子 建設課 入札中止 指名

184 7月15日 印西市第２次基本計画策定支援業務委託 委託 電子 企画政策課 株式会社千代田コンサルタント千葉営業所 13,205,615 11,500,000 指名

185 7月29日 印西市立西の原第２学童クラブ新築工事 工事 電子 保育課 株式会社青野工務店 41,610,000 38,000,000 一般

186 7月29日 平成２６年度木下地区公共下水道整備工事 工事 電子 下水道課 栄産業株式会社 13,670,000 12,500,000 一般
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187 7月29日 平成２６年度マンホール蓋補修工事 工事 電子 下水道課 株式会社風間建設工業所 9,480,000 8,050,000 一般

188 7月29日 平成２６年度庁内情報系パソコン等取得 物品他 電子 情報管理課 入札中止 一般

189 7月29日 平成２６年度印西市立小中学校管理・教材備品取得 物品他 電子 学務課 入札中止 一般

190 7月29日 平成２６年度市有バスの交換購入 物品他 電子 管財課 入札中止 一般

191 7月29日 印西市防災井戸設置設計業務委託 測量等 電子 防災課 株式会社千町村建築研究所 3,450,000 3,000,000 指名

192 7月29日 平成２６年度市道００－１０７号線道路及び交差点予備設計業務委託 測量等 電子 建設課 開発虎ノ門コンサルタント株式会社千葉事務所 5,130,000 4,160,000 指名

193 7月29日 平成２６年度印西市公共下水道長寿命化計画策定業務委託 測量等 電子 下水道課 株式会社パスコ千葉支店 35,430,000 32,800,000 指名

194 8月12日 平成２６年度職員定期健康診断業務委託 委託 電子 総務課 入札中止 指名

195 8月12日 第２０回関東大学女子駅伝対校選手権大会警備業務委託 委託 電子 スポーツ振興課 第一警備保障株式会社 1,339,000 1,321,000 指名

196 8月12日 平成２６年度劣化活性炭再生業務委託 委託 電子 下水道課 住重環境エンジニアリング株式会社 5,090,000 3,880,000 指名

197 8月12日・13日 印西市立西の原第２学童クラブ新築工事監理業務委託 測量等 電子 保育課 不調 指名

198 8月12日 平成２６年度小林駅南口自由通路工事費積算業務委託 測量等 電子 建設課 株式会社エイト日本技術開発千葉事務所 1,060,000 950,000 指名

199 8月12日 平成２６年度印西市公共下水道総合地震対策計画策定業務委託 測量等 電子 下水道課 株式会社極東技工コンサルタント千葉事務所 24,360,000 21,500,000 指名

200 8月12日 平成２６年度小林駅舎跡地基本設計業務委託 測量等 電子 まちづくり推進課 株式会社エイト日本技術開発千葉事務所 1,410,000 1,400,000 指名

201 8月12日 平成２６年度配水管布設工事（その２） 工事 電子 水道課 印西設備工業株式会社 8,680,000 7,700,000 指名

202 8月12日・13日 平成２６年度道路災害復旧工事 工事 電子 土木管理課 入札中止 指名

203 8月21日 印西市立大森図書館マイクロ画像閲覧機器及びプリンタ購入 物品他 電子 生涯学習課 株式会社ニチマイ 1,415,741 1,337,000 一般

204 8月21日 印西市立小学校及び幼稚園自動体外除細動（AED）購入 物品他 電子 指導課 入札中止 一般

205 8月21日・22日 道作古墳群歴史広場整備工事 工事 電子 生涯学習課 不調 一般

206 8月21日 道路改良工事（H２６－１） 工事 電子 建設課 株式会社アジア開発興業 48,390,000 41,160,000 一般

207 8月21日 平成２６年度手賀２号幹線吐口整備工事 工事 電子 下水道課 入札中止 一般

208 8月22日 平成２６年度中継ポンプ場自家発電・計装設備点検業務委託 委託 電子 下水道課 東芝電機サービス株式会社東関東支店 8,050,000 5,900,000 指名

209 8月26日 平成２６年度庁内情報系パソコン等取得 物品他 電子 情報管理課 リコージャパン株式会社首都圏営業本部千葉支社LA営業部 2,298,200 1,957,000 一般

210 8月26日 平成２６年度印西市立小中学校管理・教材備品取得 物品他 電子 学務課 有限会社徳和商会 4,345,464 4,325,000 一般

211 8月26日 平成２６年度市有バスの交換購入 物品他 電子 管財課 千葉日野自動車株式会社成田支店 17,860,000 13,638,690 一般

212 8月27日 いんざい産業まつり会場設営業務委託 委託 電子 農政課 株式会社アーチサービス 1,766,900 990,000 指名

213 8月27日 印西市立小中学校で使用する電力の供給 物品他 電子 学務課 株式会社エネット 69,397,505 65,743,589 指名

214 8月27日 平成２６年度岩戸地区家屋事前調査業務委託 測量等 電子 下水道課 株式会社千葉四門 780,000 750,000 指名

215 8月27日 平成２６年度岩戸地区公共下水道詳細設計業務委託 測量等 電子 下水道課 日本シビックコンサルタント株式会社千葉事務所 7,030,000 3,600,000 指名

216 8月27日 平成２６年度岩戸地区公共下水道路線測量業務委託 測量等 電子 下水道課 北印測量設計株式会社 2,340,000 2,240,000 指名

217 8月27日 市有建築物の現況調査業務委託 測量等 電子 行政管理課 アジア航測株式会社千葉支店 19,400,000 8,800,000 指名
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平成２６年度入札結果 ※いずれも税抜き

番 号 入札日 件　　　　　　　　名 担当課 落　札　業　者 予定価格 落札価格 種別区分

218 9月2日 平成２６年度職員定期健康診断業務委託 委託 電子 総務課 公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター白井診療所 4,505,600 3,895,000 指名

219 9月10日 市道００－０２６号線道路改築工事（Ｈ２６－１） 工事 電子 建設課 株式会社アジア開発興業 104,500,000 84,330,000 一般

220 9月10日 平成２６年度岩戸地区マンホールポンプ設置工事 工事 電子 下水道課 アキラ株式会社千葉支店 9,980,000 9,600,000 一般

221 9月10日・11日 平成２６年度岩戸地区面整備工事 工事 電子 下水道課 入札中止 一般

222 9月10日 平成２６年度公用車の交換購入（その１） 物品他 電子 管財課 千葉日産自動車株式会社 8,365,000 5,996,050 一般

223 9月17日 平成２６年度印西市水道事業検定期限満了量水器修繕 物品他 電子 水道課 東洋計器株式会社千葉営業所 3,020,000 1,877,000 指名

224 9月17日 平成２６年度印西市下水道事業検定期限満了量水器修繕 物品他 電子 下水道課 東洋計器株式会社千葉営業所 728,000 483,500 指名

225 9月17日 平成２６年度印西市共同溝内消防用設備保守点検業務委託 委託 電子 土木管理課 株式会社北原防災 970,000 850,000 指名

226 9月17日 平成２６年度印西市収集センター消防用設備点検業務委託 委託 電子 土木管理課 能美防災株式会社千葉支社 701,852 540,000 指名

227 9月17日 松虫川清掃業務委託 委託 電子 土木管理課 株式会社正喜工業 1,950,000 1,900,000 指名

228 9月17日 印西市立西の原第２学童クラブ新築工事監理業務委託 測量等 電子 保育課 株式会社能城綜合企画設計事務所 2,146,000 1,200,000 指名

229 9月17日 街頭防犯カメラ設置工事（Ｈ２６－１） 工事 電子 市民安全課 入札中止 指名

230 9月17日 市道００－１０７号線舗装修繕工事 工事 電子 土木管理課 先和建設株式会社 5,130,000 4,380,000 指名

231 9月17日 市道２５－０４７号線舗装修繕工事 工事 電子 土木管理課 株式会社遠藤組 1,990,000 1,750,000 指名

232 9月17日 平成２６年度道路補修工事（その４） 工事 電子 土木管理課 株式会社小幡工務店 8,140,000 8,000,000 指名

233 9月17日 平成２６年度道路補修工事（その５） 工事 電子 土木管理課 先和建設株式会社 8,140,000 8,000,000 指名

234 9月17日 平成２６年度道路補修工事（その６） 工事 電子 土木管理課 株式会社長門建設 12,210,000 12,000,000 指名

235 9月17日 小林コミュニティプラザトップライト及び風除室雨漏り補修工事 工事 電子 生涯学習課 三和エクステリア東葛販売株式会社 3,380,000 1,690,000 指名

236 9月25日 防火水槽撤去工事（H２６－２） 工事 電子 防災課 株式会社小幡工務店 9,480,000 8,500,000 一般

237 9月25日 平成２６年度公用車の交換購入（その２） 物品他 電子 管財課 千葉日産自動車株式会社 2,218,000 1,698,870 一般

238 9月25日 木下・竹袋地区雨水排水整備工事 工事 電子 下水道課 入札中止 一般

239 10月15日 平成２６年度公用車の購入（水道事業） 物品他 電子 水道課 入札中止 一般

240 10月15日 （仮称）２１住区小学校管理・教材備品取得 物品他 電子 学務課 有限会社徳和商会 53,950,705 44,753,000 一般

241 10月15日 （仮称）２１住区小学校音楽備品取得 物品他 電子 学務課 株式会社伊藤楽器 6,728,130 5,900,000 一般

242 10月15日 （仮称）２１住区小学校体育備品取得 物品他 電子 学務課 株式会社宝晃堂 5,281,511 4,338,000 一般

243 10月15日 平成２６年度印西市立小中学校事務用複写機購入 物品他 電子 学務課 株式会社トーエイ 3,056,199 1,564,500 一般

244 10月15日 平成２６年度印西市役所本庁舎モノクロ複写機購入 物品他 電子 管財課 リコージャパン株式会社首都圏営業本部千葉支社LA営業部 8,579,570 3,521,280 一般

245 10月15日 平成２６年度マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事 工事 電子 下水道課 株式会社第一テクノ千葉営業所 11,700,000 11,000,000 一般

246 10月15日 平成２６年度手賀２号幹線整備工事 工事 電子 下水道課 入札中止 一般

247 10月15日 市道１－８号線舗装修繕工事 工事 土木管理課 村越建設株式会社 10,720,000 8,932,704 一般

248 10月15日 道作古墳歴史広場整備工事 工事 電子 生涯学習課 入札中止 一般
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平成２６年度入札結果 ※いずれも税抜き

番 号 入札日 件　　　　　　　　名 担当課 落　札　業　者 予定価格 落札価格 種別区分

249 10月16日 平成２６年度木下中継ポンプ場樹木剪定業務委託 委託 電子 下水道課 有限会社渡辺新生興業 820,000 550,000 指名

250 10月16日・17日 平成２６年度雨水排水路清掃業務委託 委託 電子 下水道課 不調 指名

251 10月16日 平成２６年度印西市下水道事業検定期限満了量水器取替業務委託 委託 電子 下水道課 印西設備工業株式会社 909,679 780,000 指名

252 10月16日 平成２７年印西市成人記念式典会場設営業務委託 委託 電子 生涯学習課 株式会社プラスワン 650,900 484,000 指名

253 10月16日 印西市立社会教育施設及び文化施設で使用する電力の供給 物品他 電子 生涯学習課 入札中止 指名

254 10月16日 印西市学校給食センターで使用する電力の供給 物品他 電子 指導課 株式会社イーセル 17,122,675 15,778,271 指名

255 10月16日 平成２６年度印西市水道事業検定期限満了量水器取替業務委託 委託 電子 水道課 印西設備工業株式会社 3,482,000 3,100,000 指名

256 10月16日 印西市役所庁舎外１６施設で使用する電力の供給 物品他 電子 管財課 株式会社エネット 82,344,800 66,280,912 指名

257 10月16日 防犯灯設置等工事（Ｈ２６－２） 工事 電子 市民安全課 株式会社原電機 1,814,200 708,900 指名

258 10月16日 街頭防犯カメラ設置工事（Ｈ２６－１） 工事 電子 市民安全課 入札中止 指名

259 10月16日 平成２６年度市道竜腹寺線工事用道路検討業務委託 測量等 電子 建設課 和合建設コンサルタント株式会社 2,000,000 1,800,000 指名

260 10月16日・17日 道路改良工事（Ｈ２６－２）岡台・木戸脇線 工事 電子 建設課 不調 指名

261 10月16日 大森青年館解体に伴う家屋事前調査業務委託 測量等 電子 市民活動推進課 株式会社レック 560,000 520,000 指名

262 10月16日 大森青年館ほか１棟解体撤去工事 工事 電子 市民活動推進課 有限会社武藤工務店 5,697,000 5,500,000 指名

263 10月16日・17日 印西市牧の原及び印旛学校給食センター空調設備設計業務委託 測量等 電子 教育総務課 不調 指名

264 10月16日 （仮称）新学校給食センター建設工事設計業務委託 測量等 電子 教育総務課 株式会社桑田建築設計事務所 31,357,000 4,000,000 指名

265 10月16日 吉高地区（国道４６４号）配水管布設詳細設計業務委託 測量等 電子 水道課 株式会社東洋設計事務所千葉出張所 2,160,000 2,000,000 指名

266 10月16日 印旛配水場非常用発電機設備修繕工事 工事 電子 水道課 光商工株式会社 4,670,000 4,500,000 指名

267 10月16日 竜腹寺地先道路災害復旧工事 工事 電子 土木管理課 先和建設株式会社 7,490,000 7,400,000 指名

268 10月30日 木下・竹袋地区雨水排水整備工事 工事 電子 下水道課 株式会社大松建設 239,700,000 194,700,000 一般

269 10月30日 平成26年度自動車騒音の常時監視に係る調査委託 委託 電子 環境保全課 中外テクノス株式会社関東環境技術センター 1,140,000 750,000 指名

270 10月30日 平成２６年度市道松崎・吉田線路線測量業務委託（松崎工区） 測量等 電子 建設課 東葉測量株式会社 3,570,000 3,200,000 指名

271 10月30日 平成２６年度市道松崎・吉田線地質調査及び軟弱地盤技術解析業務委託 測量等 電子 建設課 千鉱エンジニアリング株式会社 16,620,000 15,200,000 指名

272 10月30日・31日 都市防災事業地質調査業務 測量等 電子 都市計画課 株式会社国際技術コンサルタンツ 4,500,000 4,400,000 指名

273 10月30日 印西市立小・中学校空調設備設置工事設計業務委託 測量等 電子 教育総務課 株式会社カトウ建築事務所 79,590,000 70,000,000 指名

274 10月30日・31日 国道３５６号仕切弁設置工事 工事 電子 水道課 栄産業株式会社 5,530,000 5,500,000 指名

275 10月30日 道作古墳群樹木伐採工事 工事 電子 生涯学習課 栄産業株式会社 8,020,000 7,200,000 指名

276 10月30日 農産物加工場等解体撤去工事 工事 電子 農政課 第進産業株式会社 1,936,000 1,800,000 指名

277 11月12日 平成２６年度公用車購入（介護保険） 物品他 電子 介護福祉課 有限会社光ヨウ自動車 1,133,000 932,854 一般

278 11月12日 平成２６年度印西市消防団資機材購入（Ｈ２６－１） 物品他 電子 防災課 大成産業株式会社 750,000 612,000 一般

279 11月12日 平成２６年度印西市災害応急対策資機材購入 物品他 電子 防災課 ミドリ安全柏株式会社 15,113,600 14,260,000 一般
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平成２６年度入札結果 ※いずれも税抜き
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280 11月12日 平成２６年度印西市災害用備蓄食料購入 物品他 電子 防災課 株式会社清水商会 6,588,000 5,070,240 一般

281 11月12日 印西市立小中学校事務用大判プリンター購入 物品他 電子 学務課 株式会社エース商会 1,430,000 1,060,000 一般

282 11月12日 （仮称）２１住区小学校教育用及び校務用パソコン取得 物品他 電子 学務課 入札中止 一般

283 11月12日 市道００－０２６号線道路改築工事（Ｈ２６－２） 工事 電子 建設課 篠田建設株式会社 26,500,000 24,300,000 一般

284 11月12日・13日 木下地区配水施設移設工事 工事 電子 下水道課 栄産業株式会社 41,030,000 40,000,000 一般

285 11月12日 平成２６年度岩戸地区公共下水道整備工事 工事 電子 下水道課 村越建設株式会社 16,280,000 14,600,000 一般

286 11月20日 印西市立社会教育施設等で使用する電力の供給 物品他 電子 生涯学習課 エネサーブ株式会社 42,520,246 32,242,006 指名

287 11月20日 子どもガイドブック印刷製本 物品他 電子 健康増進課 有限会社トーカイ 1,132,380 739,008 指名

288 11月20日 平成２６年度側溝清掃業務委託（その２） 委託 電子 土木管理課 株式会社環境サービス 5,760,000 4,750,000 指名

289 11月20日 平成２６年度雨水開渠等清掃業務委託 委託 電子 下水道課 株式会社飛翔工業 3,220,000 1,300,000 指名

290 11月20日 文化ホール・大森図書館特殊建築物定期調査報告業務委託 委託 電子 生涯学習課 株式会社相和技術研究所東関東支社 720,000 700,000 指名

291 11月20日 平成２６年度公共下水道台帳作成業務委託（その２） 測量等 電子 下水道課 東葉測量株式会社 1,380,000 1,300,000 指名

292 11月20日 印西市牧の原及び印旛学校給食センター空調設備実施設計業務委託 測量等 電子 教育総務課 株式会社能城綜合企画設計事務所 4,398,000 4,300,000 指名

293 11月20日・21日 耐震性防火水槽設置工事設計業務委託 測量等 電子 防災課 不調 指名

294 11月20日・21日 道路改良工事（Ｈ２６－２）岡台木戸脇線 工事 電子 建設課 不調 指名

295 11月20日 印旛高校跡地野球場設備等撤去工事 工事 電子 スポーツ振興課 株式会社遠藤組 8,860,000 7,400,000 指名

296 11月20日 平成２６年度消防用ホースタワー設置工事 工事 電子 防災課 株式会社花王 2,257,000 2,238,000 指名

297 12月2日 排水整備工事（Ｈ２６－１） 工事 電子 土木管理課 眞名子建設株式会社 18,450,000 16,000,000 一般

298 12月2日 道路改良工事（Ｈ２６－３）市道安食卜杭・中田切線 工事 電子 建設課 村越建設株式会社 29,200,000 24,770,000 一般

299 12月2日 道作古墳群歴史広場建設工事 工事 電子 生涯学習課 入札中止 一般

300 12月16日 牧の原小学校給食用備品購入 物品他 電子 指導課 株式会社マルゼン船橋営業所 1,868,000 818,000 一般

301 12月16日 （仮称）２１住区小学校カーテン取得 物品他 電子 学務課 キングラン・メディケア株式会社千葉支社 3,263,540 1,152,000 一般

302 12月16日 （仮称）２１住区小学校パソコン取得 物品他 電子 学務課 株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング千葉支店 9,236,562 6,000,000 一般

303 12月16日 小林駅周辺サイン設置工事 工事 電子 経済政策課 株式会社小幡工務店 10,738,000 9,400,000 一般

304 12月16日 文化ホール・大森図書館自動火災報知設備の受信機更新工事 工事 電子 生涯学習課 千葉ノーミ株式会社 15,789,000 14,900,000 一般

305 12月16日 防犯灯設置等工事（Ｈ２６－７） 工事 電子 市民安全課 株式会社原電機 3,217,900 1,475,000 指名

306 12月16日 平成２６年度街頭防犯カメラ設置工事 工事 電子 市民安全課 株式会社アセント 7,610,000 7,199,000 指名

307 12月16日 平成２６年度消防器具庫移設工事 工事 電子 防災課 株式会社小幡工務店 2,887,000 2,485,000 指名

308 12月16日 排水整備工事（Ｈ２６－２） 工事 電子 土木管理課 株式会社長門建設 6,120,000 5,150,000 指名

309 12月16日 平成２６年度木下地区雨水排水整備舗装復旧工事 工事 電子 下水道課 先和建設株式会社 9,200,000 8,500,000 指名

310 12月16日・17日 平成２６年度マンホールポンプ場等非常通報装置交換工事 工事 電子 下水道課 不調 指名
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311 12月16日 平成２６年度マンホールポンプ場吐出管等交換工事 工事 電子 下水道課 株式会社第一テクノ千葉営業所 4,900,000 4,100,000 指名

312 12月16日・17日 平成２６年度中継ポンプ場活性炭交換工事 工事 電子 下水道課 不調 指名

313 12月16日 市道２０６５号線道路境界測量業務委託（Ｈ２６－４） 測量等 電子 土木管理課 北印測量設計株式会社 980,000 820,000 指名

314 12月16日 印西市道路台帳修正業務委託（Ｈ２６－１） 測量等 電子 土木管理課 京葉測量株式会社 9,050,000 8,650,000 指名

315 12月16日 （仮称）新学校給食センター地質調査業務委託 測量等 電子 教育総務課 協和地下開発株式会社 7,360,000 6,900,000 指名

316 12月16日 吉高台地区配水管布設替詳細設計業務委託 測量等 電子 水道課 株式会社東洋設計事務所 6,650,000 6,400,000 指名

317 12月16日 発作地先耐震性防火水槽設置工事設計業務委託 測量等 電子 防災課 株式会社エイト日本技術開発千葉事務所 3,334,000 3,000,000 指名

318 12月25日・26日 道作古墳歴史広場建設工事 工事 電子 生涯学習課 不調 一般

319 1月15日 道路改良工事（Ｈ２６－２）市道岡台木戸脇線 工事 電子 建設課 株式会社遠藤組 7,060,000 6,500,000 指名

320 1月20日 平成２６年度印西市消防団資機材購入（Ｈ２６－２） 物品他 電子 防災課 大成産業株式会社 4,043,500 3,659,200 一般

321 1月20日 印西市立小中学校机・椅子取得 物品他 電子 学務課 有限会社徳和商会 12,320,000 10,890,000 一般

322 1月20日 印西市立小中学校事務用印刷機購入 物品他 電子 学務課 チバビジネス株式会社成田支店 3,292,250 2,303,500 一般

323 1月20日 印西市牧の原地域交流センター初度備品取得 物品他 電子 社会福祉課 広文堂金庫事務機株式会社 3,047,900 1,683,540 一般

324 1月20日 平成２６年度公用車の購入（その２） 物品他 電子 管財課 有限会社光ヨウ自動車 2,360,000 1,904,426 一般

325 1月28日 平成２６年度印旛配水場電気計装設備点検業務委託 委託 電子 水道課 光商工株式会社 2,630,000 2,450,000 指名

326 1月28日 平成２６年度水路清掃業務委託 委託 電子 土木管理課 山晃興業株式会社 1,380,000 1,000,000 指名

327 1月28日 平成２６年度道路清掃業務委託 委託 電子 土木管理課 千葉ロードサービス株式会社 6,460,000 6,200,000 指名

328 1月28日 自書式投票用紙読取分類機購入 物品他 電子 選挙管理委員会事務局 株式会社千葉測器 2,600,000 2,600,000 指名

329 1月28日 平成２６年度市道００－０３１号線用地測量業務委託 測量等 電子 建設課 寺田測量設計株式会社 990,000 930,000 指名

330 1月28日 印西市道路台帳修正業務委託（Ｈ２６－２） 測量等 電子 土木管理課 高木測量株式会社 1,230,000 1,100,000 指名

331 1月28日 平成２６年度マンホールポンプ場等遠隔監視装置更新工事 工事 電子 下水道課 株式会社第一テクノ千葉営業所 4,440,000 2,700,000 指名

332 2月18日 千葉県議会議員一般選挙及び印西市議会議員一般選挙に伴う投票事務等労働者派遣契約（その１） 委託 電子 選挙管理委員会事務局 ランスタッド株式会社 3,862,514 2,662,900 指名

333 2月18日 千葉県議会議員一般選挙及び印西市議会議員一般選挙に伴うポスター掲示場設置撤去業務委託 委託 電子 選挙管理委員会事務局 株式会社コーエー 9,211,310 7,450,000 指名

334 2月18日 鎌苅地先防火水槽改修工事
 工事 電子 防災課 株式会社北総 1,592,000 1,100,000 指名

335 2月18日 山田地先防火水槽改修工事 工事 電子 防災課 株式会社北総 1,462,000 980,000 指名

336 2月19日 千葉県議会議員一般選挙及び印西市議会議員一般選挙に伴う投票事務等労働者派遣契約（その２） 委託 電子 選挙管理委員会事務局 三栄メンテナンス株式会社成田支店 2,518,052 1,885,000 指名

337 2月24日 （仮称）２１住区小学校管理・教材備品取得（その２） 物品他 電子 学務課 有限会社徳和商会 10,754,464 9,647,000 一般

338 2月24日 児童生徒用机・椅子取得 物品他 電子 学務課 有限会社徳和商会 12,973,200 11,628,000 一般

339 2月24日 印西市牧の原地域交流センター初度備品（ロールスクリーン）取得 物品他 電子 社会福祉課 株式会社ハタヤ 869,000 470,000 一般

340 2月24日 市道００－０２６号線道路改築工事（Ｈ２６－３） 工事 電子 建設課 株式会社アジア開発興業 32,360,000 27,273,800 一般

341 3月5日 印西市牧の原及び印旛学校給食センター給食用物品購入 物品他 電子 指導課 株式会社関東三貴 7,583,460 7,500,000 一般
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342 3月10日 平成２６年度印西市共同溝酸素検知器点検業務委託 委託 電子 土木管理課 株式会社千葉ニュータウンセンター 2,264,000 2,100,000 指名
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