
入札日 件名 施行場所 担当課 契約方法 契約形態 最低制限価格 最低制限価格（税業者名 第１回入札 第２回入札 備考

1 平成30年4月11日 真間川水系水生生物調査業務委託 市川市北方町4丁目1483番地先他市内真間川水系11地点 自然環境課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       ユーロフィン日本環境　株式会社千葉営業所 1,820,000    落札

1 平成30年4月11日 真間川水系水生生物調査業務委託 市川市北方町4丁目1483番地先他市内真間川水系11地点 自然環境課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　セルコ千葉営業所 1,970,000    　　　

1 平成30年4月11日 真間川水系水生生物調査業務委託 市川市北方町4丁目1483番地先他市内真間川水系11地点 自然環境課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　地域環境計画 2,275,000    　　　

1 平成30年4月11日 真間川水系水生生物調査業務委託 市川市北方町4丁目1483番地先他市内真間川水系11地点 自然環境課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       中外テクノス　株式会社関東環境技術センター 3,200,000    　　　

1 平成30年4月11日 真間川水系水生生物調査業務委託 市川市北方町4丁目1483番地先他市内真間川水系11地点 自然環境課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　緑生研究所 3,980,000    　　　

2 平成30年4月11日 平成３０年度　大気汚染、悪臭発生源調査等業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　環境管理センター東関東技術センター 1,590,000    落札

2 平成30年4月11日 平成３０年度　大気汚染、悪臭発生源調査等業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       中外テクノス　株式会社関東環境技術センター 1,630,000    　　　

2 平成30年4月11日 平成３０年度　大気汚染、悪臭発生源調査等業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　上総環境調査センター 1,650,000    　　　

2 平成30年4月11日 平成３０年度　大気汚染、悪臭発生源調査等業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       一般財団法人　千葉県環境財団 2,362,200    　　　

2 平成30年4月11日 平成３０年度　大気汚染、悪臭発生源調査等業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　東京化学分析センタ－       辞退

3 平成30年4月11日 平成３０年度　微小粒子状物質成分分析調査業務委託 市川市大野町２丁目１８７７番 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       東芝ナノアナリシス株式会社　営業本部 3,790,000    落札

3 平成30年4月11日 平成３０年度　微小粒子状物質成分分析調査業務委託 市川市大野町２丁目１８７７番 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       ムラタ計測器サービス　株式会社東京支店 4,000,000    　　　

3 平成30年4月11日 平成３０年度　微小粒子状物質成分分析調査業務委託 市川市大野町２丁目１８７７番 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       エヌエス環境　株式会社千葉営業所 7,224,000    　　　

3 平成30年4月11日 平成３０年度　微小粒子状物質成分分析調査業務委託 市川市大野町２丁目１８７７番 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       環境計測株式会社　千葉サービスセンター 7,400,000    　　　

3 平成30年4月11日 平成３０年度　微小粒子状物質成分分析調査業務委託 市川市大野町２丁目１８７７番 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　環境管理センター東関東技術センター 8,000,000    　　　

4 平成30年4月11日 平成３０年度　有害大気汚染物質等モニタリング調査および窒素酸化物の簡易測定業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　上総環境調査センター 5,800,000    落札

4 平成30年4月11日 平成３０年度　有害大気汚染物質等モニタリング調査および窒素酸化物の簡易測定業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       中外テクノス　株式会社関東環境技術センター 7,100,000    　　　

4 平成30年4月11日 平成３０年度　有害大気汚染物質等モニタリング調査および窒素酸化物の簡易測定業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　環境管理センター東関東技術センター 7,150,000    　　　

4 平成30年4月11日 平成３０年度　有害大気汚染物質等モニタリング調査および窒素酸化物の簡易測定業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       一般財団法人　千葉県薬剤師会検査センター 11,000,000    　　　

5 平成30年4月13日 （長期継続契約）特別徴収税額通知書用圧着機賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部市民税課 市民税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 23,550    落札

5 平成30年4月13日 （長期継続契約）特別徴収税額通知書用圧着機賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部市民税課 市民税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 24,800    　　　

6 平成30年4月13日 産業廃棄物収集運搬（定期収集）業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校外４４校 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       鐵光商事　株式会社 218    落札

6 平成30年4月13日 産業廃棄物収集運搬（定期収集）業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校外４４校 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　市川衛生管理センター 380    　　　

6 平成30年4月13日 産業廃棄物収集運搬（定期収集）業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校外４４校 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　建総 400    　　　

6 平成30年4月13日 産業廃棄物収集運搬（定期収集）業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校外４４校 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       千葉ロードサービス　株式会社 420    　　　

6 平成30年4月13日 産業廃棄物収集運搬（定期収集）業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校外４４校 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　市川環境エンジニアリング 420    　　　

6 平成30年4月13日 産業廃棄物収集運搬（定期収集）業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校外４４校 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       公益財団法人　市川市清掃公社 450    　　　

7 平成30年4月13日 新体力テスト集計・分析処理業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校外５４校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　第一学習社 195    落札

8 平成30年4月13日 平成３０年度　水質等分析業務委託 市川市市川南2丁目9番12号　市川市役所市川南仮設庁舎 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       中外テクノス　株式会社関東環境技術センター 8,670,000    落札

8 平成30年4月13日 平成３０年度　水質等分析業務委託 市川市市川南2丁目9番12号　市川市役所市川南仮設庁舎 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       ユーロフィン日本環境　株式会社千葉営業所 11,556,000    　　　

8 平成30年4月13日 平成３０年度　水質等分析業務委託 市川市市川南2丁目9番12号　市川市役所市川南仮設庁舎 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　環境管理センター東関東技術センター 15,300,000    　　　

8 平成30年4月13日 平成３０年度　水質等分析業務委託 市川市市川南2丁目9番12号　市川市役所市川南仮設庁舎 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       いであ　株式会社千葉営業所 17,100,000    　　　

8 平成30年4月13日 平成３０年度　水質等分析業務委託 市川市市川南2丁目9番12号　市川市役所市川南仮設庁舎 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       エヌエス環境　株式会社千葉営業所 27,300,000    　　　

9 平成30年4月17日 市川市職員予防接種及び検査等業務委託 市川市八幡１丁目８番１号　市川市消防局外３箇所 職員課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       医療法人社団　嵐川 2,490,000    落札

9 平成30年4月17日 市川市職員予防接種及び検査等業務委託 市川市八幡１丁目８番１号　市川市消防局外３箇所 職員課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       医療法人社団　日健会 4,159,800    　　　

9 平成30年4月17日 市川市職員予防接種及び検査等業務委託 市川市八幡１丁目８番１号　市川市消防局外３箇所 職員課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       医療法人社団　誠馨会　新東京病院 6,080,400    　　　

9 平成30年4月17日 市川市職員予防接種及び検査等業務委託 市川市八幡１丁目８番１号　市川市消防局外３箇所 職員課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       医療法人　友康会　行徳中央クリニック       辞退

9 平成30年4月17日 市川市職員予防接種及び検査等業務委託 市川市八幡１丁目８番１号　市川市消防局外３箇所 職員課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       公益財団法人　パブリックヘルスリサーチセンター　東京支部　白井診療所       辞退

9 平成30年4月17日 市川市職員予防接種及び検査等業務委託 市川市八幡１丁目８番１号　市川市消防局外３箇所 職員課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       公益財団法人　ちば県民保健予防財団       辞退

9 平成30年4月17日 市川市職員予防接種及び検査等業務委託 市川市八幡１丁目８番１号　市川市消防局外３箇所 職員課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       医療法人財団　綜友会       棄権

10 平成30年4月17日 市川市文学ミュージアムポスター等デザイン業務委託 市川市鬼高１丁目１番４号　生涯学習センター２階　市川市文学ミュージアム 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　キルト 240,000    落札

10 平成30年4月17日 市川市文学ミュージアムポスター等デザイン業務委託 市川市鬼高１丁目１番４号　生涯学習センター２階　市川市文学ミュージアム 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　萌翔社 310,000    　　　

11 平成30年4月18日 （長期継続契約）特別徴収税額通知書用圧着機保守業務 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部市民税課 市民税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 19,000    落札

11 平成30年4月18日 （長期継続契約）特別徴収税額通知書用圧着機保守業務 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部市民税課 市民税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 18,800    　　　

12 平成30年4月18日 公立保育園樹木管理業務委託 市川市平田1丁目20番16号 外18箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1059000 1143720 株式会社　曽谷造園土木 1,104,129    落札

12 平成30年4月18日 公立保育園樹木管理業務委託 市川市平田1丁目20番16号 外18箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1059000 1143720 エイワ建商　株式会社 1,182,150    　　　

12 平成30年4月18日 公立保育園樹木管理業務委託 市川市平田1丁目20番16号 外18箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1059000 1143720 株式会社　サンライズグリーン 1,217,528    　　　

12 平成30年4月18日 公立保育園樹木管理業務委託 市川市平田1丁目20番16号 外18箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1059000 1143720 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 1,303,000    　　　

12 平成30年4月18日 公立保育園樹木管理業務委託 市川市平田1丁目20番16号 外18箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1059000 1143720 株式会社　草壁園 1,344,445    　　　

12 平成30年4月18日 公立保育園樹木管理業務委託 市川市平田1丁目20番16号 外18箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1059000 1143720 有限会社　栗山造園土木 1,366,500    　　　

12 平成30年4月18日 公立保育園樹木管理業務委託 市川市平田1丁目20番16号 外18箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1059000 1143720 株式会社　メイショウグループ 4,353,280    　　　

12 平成30年4月18日 公立保育園樹木管理業務委託 市川市平田1丁目20番16号 外18箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1059000 1143720 株式会社　堀之内造園 1,033,241    失格

12 平成30年4月18日 公立保育園樹木管理業務委託 市川市平田1丁目20番16号 外18箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1059000 1143720 株式会社　荒井造園土木       辞退

13 平成30年4月18日 速記及び速記反訳業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市議会事務局議事課 議事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　澤速記事務所 6,006,300    落札

13 平成30年4月18日 速記及び速記反訳業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市議会事務局議事課 議事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       早稲田速記　株式会社 6,529,950    　　　

13 平成30年4月18日 速記及び速記反訳業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市議会事務局議事課 議事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　大和速記情報センター 6,634,800    　　　

13 平成30年4月18日 速記及び速記反訳業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市議会事務局議事課 議事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　会議録センター 6,644,475    　　　

13 平成30年4月18日 速記及び速記反訳業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市議会事務局議事課 議事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　会議録研究所 6,660,525    　　　

13 平成30年4月18日 速記及び速記反訳業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市議会事務局議事課 議事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       神戸綜合速記　株式会社東京支店 6,664,150    　　　

14 平成30年4月18日 大野保育園分園給食運搬業務委託 市川市南大野2丁目4番5号外（市川市立大野保育園・分園） こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       グローバルトランスポート　株式会社 3,311,000    落札

14 平成30年4月18日 大野保育園分園給食運搬業務委託 市川市南大野2丁目4番5号外（市川市立大野保育園・分園） こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ウィズ 3,440,000    　　　

15 平成30年4月18日 東葛飾支部消防操法大会会場設営業務委託 市川市国府台１丁目６番　市川市スポーツセンター陸上競技場 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       アースサポート　株式会社 4,389,150    落札

15 平成30年4月18日 東葛飾支部消防操法大会会場設営業務委託 市川市国府台１丁目６番　市川市スポーツセンター陸上競技場 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ベルキャンバス千葉 4,453,350    　　　

15 平成30年4月18日 東葛飾支部消防操法大会会場設営業務委託 市川市国府台１丁目６番　市川市スポーツセンター陸上競技場 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　セブンサービス企画装飾 5,200,000    　　　

15 平成30年4月18日 東葛飾支部消防操法大会会場設営業務委託 市川市国府台１丁目６番　市川市スポーツセンター陸上競技場 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       日本催事　株式会社 5,379,000    　　　



15 平成30年4月18日 東葛飾支部消防操法大会会場設営業務委託 市川市国府台１丁目６番　市川市スポーツセンター陸上競技場 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　萌翔社 11,280,000    　　　

16 平成30年4月18日 保育園等入園者･職員健康管理業務委託 市川市平田１丁目２０番１６号　平田保育園　外３０箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　江東微生物研究所　北総営業所 3,095,120    落札

17 平成30年4月20日 （長期継続契約）各中学校・塩浜学園（後期課程）・須和田の丘支援学校印刷機賃貸借 市川市立第一中学校以下１７校 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　平和堂 101,388    落札

17 平成30年4月20日 （長期継続契約）各中学校・塩浜学園（後期課程）・須和田の丘支援学校印刷機賃貸借 市川市立第一中学校以下１７校 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ウエダビジネス　株式会社 137,700    　　　

17 平成30年4月20日 （長期継続契約）各中学校・塩浜学園（後期課程）・須和田の丘支援学校印刷機賃貸借 市川市立第一中学校以下１７校 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       デュプロ　株式会社千葉支店 137,700    　　　

17 平成30年4月20日 （長期継続契約）各中学校・塩浜学園（後期課程）・須和田の丘支援学校印刷機賃貸借 市川市立第一中学校以下１７校 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　コマツ 204,000    　　　

17 平成30年4月20日 （長期継続契約）各中学校・塩浜学園（後期課程）・須和田の丘支援学校印刷機賃貸借 市川市立第一中学校以下１７校 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       理想科学工業株式会社　理想船橋支店 1,224,000    　　　

17 平成30年4月20日 （長期継続契約）各中学校・塩浜学園（後期課程）・須和田の丘支援学校印刷機賃貸借 市川市立第一中学校以下１７校 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＮＥＣキャピタルソリューション　株式会社　       辞退

18 平成30年4月20日 (長期継続契約)生活保護行政システム用機器等賃貸借 市川市南八幡１丁目１７番１５号　市川市　南八幡仮設庁舎　　福祉部　生活支援課 生活支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 9,450    落札

18 平成30年4月20日 (長期継続契約)生活保護行政システム用機器等賃貸借 市川市南八幡１丁目１７番１５号　市川市　南八幡仮設庁舎　　福祉部　生活支援課 生活支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 10,000    　　　

18 平成30年4月20日 (長期継続契約)生活保護行政システム用機器等賃貸借 市川市南八幡１丁目１７番１５号　市川市　南八幡仮設庁舎　　福祉部　生活支援課 生活支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＮＥＣキャピタルソリューション　株式会社　 14,700    　　　

19 平成30年4月20日 （長期継続契約）生活保護行政システム用機器等保守業務 市川市南八幡１丁目１７番１５号　市川市　南八幡仮設庁舎　福祉部　生活支援課 生活支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 4,450    落札

19 平成30年4月20日 （長期継続契約）生活保護行政システム用機器等保守業務 市川市南八幡１丁目１７番１５号　市川市　南八幡仮設庁舎　福祉部　生活支援課 生活支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＮＥＣキャピタルソリューション　株式会社　 4,500    　　　

19 平成30年4月20日 （長期継続契約）生活保護行政システム用機器等保守業務 市川市南八幡１丁目１７番１５号　市川市　南八幡仮設庁舎　福祉部　生活支援課 生活支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 4,550    　　　

20 平成30年4月20日 （長期継続契約）入学準備金貸付管理システム用機器等賃貸借 市川市南八幡１丁目１７番１５号　市川市教育委員会学校教育部就学支援課 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 13,200    落札

20 平成30年4月20日 （長期継続契約）入学準備金貸付管理システム用機器等賃貸借 市川市南八幡１丁目１７番１５号　市川市教育委員会学校教育部就学支援課 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 13,300    　　　

20 平成30年4月20日 （長期継続契約）入学準備金貸付管理システム用機器等賃貸借 市川市南八幡１丁目１７番１５号　市川市教育委員会学校教育部就学支援課 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＮＥＣキャピタルソリューション　株式会社　 14,900    　　　

21 平成30年4月20日 公園等浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市国分２丁目９番　石橋下公園　外４５基 公園緑地課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       公益財団法人　市川市清掃公社 3,155,700    落札

21 平成30年4月20日 公園等浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市国分２丁目９番　石橋下公園　外４５基 公園緑地課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　建総 3,211,800    　　　

21 平成30年4月20日 公園等浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市国分２丁目９番　石橋下公園　外４５基 公園緑地課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　市川衛生管理センター 3,251,200    　　　

21 平成30年4月20日 公園等浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市国分２丁目９番　石橋下公園　外４５基 公園緑地課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　市川環境エンジニアリング 3,363,500    　　　

22 平成30年4月20日 考古・歴史博物館浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市堀之内２丁目２６番１号　市立市川考古博物館、市川市堀之内2丁目27番1号　市立市川歴史博物館考古博物館 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　市川環境エンジニアリング 710,000    落札

22 平成30年4月20日 考古・歴史博物館浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市堀之内２丁目２６番１号　市立市川考古博物館、市川市堀之内2丁目27番1号　市立市川歴史博物館考古博物館 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　建総 717,200    　　　

22 平成30年4月20日 考古・歴史博物館浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市堀之内２丁目２６番１号　市立市川考古博物館、市川市堀之内2丁目27番1号　市立市川歴史博物館考古博物館 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　市川衛生管理センター 728,680    　　　

22 平成30年4月20日 考古・歴史博物館浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市堀之内２丁目２６番１号　市立市川考古博物館、市川市堀之内2丁目27番1号　市立市川歴史博物館考古博物館 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       公益財団法人　市川市清掃公社 744,000    　　　

23 平成30年4月20日 市営住宅大町第三団地汚水二次処理施設保守点検・清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市大町１２４番地　大町第三団地汚水二次処理施設 市営住宅課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       公益財団法人　市川市清掃公社 1,958,000    落札

23 平成30年4月20日 市営住宅大町第三団地汚水二次処理施設保守点検・清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市大町１２４番地　大町第三団地汚水二次処理施設 市営住宅課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　市川環境エンジニアリング 2,040,000    　　　

23 平成30年4月20日 市営住宅大町第三団地汚水二次処理施設保守点検・清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市大町１２４番地　大町第三団地汚水二次処理施設 市営住宅課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　建総 2,129,500    　　　

23 平成30年4月20日 市営住宅大町第三団地汚水二次処理施設保守点検・清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市大町１２４番地　大町第三団地汚水二次処理施設 市営住宅課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　市川衛生管理センター 2,300,000    　　　

24 平成30年4月20日 市川市市民プール合併処理浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市北方町4丁目2270番地3 スポーツ課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       公益財団法人　市川市清掃公社 561,000    落札

24 平成30年4月20日 市川市市民プール合併処理浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市北方町4丁目2270番地3 スポーツ課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　建総 583,000    　　　

24 平成30年4月20日 市川市市民プール合併処理浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市北方町4丁目2270番地3 スポーツ課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　市川環境エンジニアリング 599,000    　　　

24 平成30年4月20日 市川市市民プール合併処理浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市北方町4丁目2270番地3 スポーツ課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　市川衛生管理センター 632,000    　　　

25 平成30年4月20日 市川市北消防署外４箇所浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市大野町４丁目２１６３番地の１　市川市北消防署外４箇所 企画管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　市川衛生管理センター 447,400    落札

25 平成30年4月20日 市川市北消防署外４箇所浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市大野町４丁目２１６３番地の１　市川市北消防署外４箇所 企画管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　建総 478,400    　　　

25 平成30年4月20日 市川市北消防署外４箇所浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市大野町４丁目２１６３番地の１　市川市北消防署外４箇所 企画管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       公益財団法人　市川市清掃公社 495,000    　　　

25 平成30年4月20日 市川市北消防署外４箇所浄化槽保守点検、清掃及び法定検査受検申込手続き等業務委託 市川市大野町４丁目２１６３番地の１　市川市北消防署外４箇所 企画管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　市川環境エンジニアリング 505,000    　　　

26 平成30年4月20日 清華園外樹木剪定・害虫駆除業務委託 市川市中山４丁目１４番１号　外１箇所 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1502000 1622160 株式会社　メイショウグループ 1,549,000    落札

26 平成30年4月20日 清華園外樹木剪定・害虫駆除業務委託 市川市中山４丁目１４番１号　外１箇所 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1502000 1622160 エイワ建商　株式会社 1,559,760    　　　

26 平成30年4月20日 清華園外樹木剪定・害虫駆除業務委託 市川市中山４丁目１４番１号　外１箇所 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1502000 1622160 株式会社　堀之内造園 1,577,511    　　　

26 平成30年4月20日 清華園外樹木剪定・害虫駆除業務委託 市川市中山４丁目１４番１号　外１箇所 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1502000 1622160 有限会社　ヤマト造園 1,587,260    　　　

26 平成30年4月20日 清華園外樹木剪定・害虫駆除業務委託 市川市中山４丁目１４番１号　外１箇所 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1502000 1622160 株式会社　曽谷造園土木 1,630,597    　　　

26 平成30年4月20日 清華園外樹木剪定・害虫駆除業務委託 市川市中山４丁目１４番１号　外１箇所 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1502000 1622160 有限会社　栗山造園土木 1,721,110    　　　

26 平成30年4月20日 清華園外樹木剪定・害虫駆除業務委託 市川市中山４丁目１４番１号　外１箇所 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1502000 1622160 株式会社　草壁園 1,752,600    　　　

26 平成30年4月20日 清華園外樹木剪定・害虫駆除業務委託 市川市中山４丁目１４番１号　外１箇所 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1502000 1622160 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 1,761,000    　　　

26 平成30年4月20日 清華園外樹木剪定・害虫駆除業務委託 市川市中山４丁目１４番１号　外１箇所 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1502000 1622160 岡本緑化建設　株式会社       辞退

27 平成30年4月20日 病虫害防除（フェロモントラップ）業務委託 市川市鬼越１丁目７番～市川市東菅野２丁目２３番地先　外２箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1118000 1207440 株式会社　曽谷造園土木 1,210,500    落札

27 平成30年4月20日 病虫害防除（フェロモントラップ）業務委託 市川市鬼越１丁目７番～市川市東菅野２丁目２３番地先　外２箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1118000 1207440 株式会社　堀之内造園 1,300,000    　　　

27 平成30年4月20日 病虫害防除（フェロモントラップ）業務委託 市川市鬼越１丁目７番～市川市東菅野２丁目２３番地先　外２箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1118000 1207440 有限会社　栗山造園土木 1,353,200    　　　

27 平成30年4月20日 病虫害防除（フェロモントラップ）業務委託 市川市鬼越１丁目７番～市川市東菅野２丁目２３番地先　外２箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1118000 1207440 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 1,394,000    　　　

27 平成30年4月20日 病虫害防除（フェロモントラップ）業務委託 市川市鬼越１丁目７番～市川市東菅野２丁目２３番地先　外２箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1118000 1207440 株式会社　メイショウグループ 1,408,000    　　　

27 平成30年4月20日 病虫害防除（フェロモントラップ）業務委託 市川市鬼越１丁目７番～市川市東菅野２丁目２３番地先　外２箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1118000 1207440 エイワ建商　株式会社 1,050,000    失格

28 平成30年4月23日 市川市終末処理場水質及び脱水ケーキ検査業務委託 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       一般財団法人　千葉県環境財団 1,600,000    落札

28 平成30年4月23日 市川市終末処理場水質及び脱水ケーキ検査業務委託 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       一般財団法人　千葉県薬剤師会検査センター 2,460,000       

28 平成30年4月23日 市川市終末処理場水質及び脱水ケーキ検査業務委託 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       中外テクノス株式会社　関東環境技術センター 2,600,000       

28 平成30年4月23日 市川市終末処理場水質及び脱水ケーキ検査業務委託 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社環境管理センター　東関東技術センター 2,880,000       

29 平成30年4月24日 市川市消防局・東消防署合同庁舎外８箇所空調設備等保守業務委託 市川市八幡１丁目８番１号市川市消防局・東消防署合同庁舎外８箇所 企画管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       第一セントラル設備　株式会社 3,800,000    落札

29 平成30年4月24日 市川市消防局・東消防署合同庁舎外８箇所空調設備等保守業務委託 市川市八幡１丁目８番１号市川市消防局・東消防署合同庁舎外８箇所 企画管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　メイショウグループ 4,530,000    　　　

29 平成30年4月24日 市川市消防局・東消防署合同庁舎外８箇所空調設備等保守業務委託 市川市八幡１丁目８番１号市川市消防局・東消防署合同庁舎外８箇所 企画管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　イデア 4,850,000    　　　

30 平成30年4月25日 （長期継続契約）こども発達センター機械警備業務委託 市川市大洲４丁目１８番３号 市川市こども発達センター 発達支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 6,900    落札

31 平成30年4月25日 （長期継続契約）こども発達センター分館機械警備業務委託 市川市稲荷木１丁目１４番１号 市川市こども発達センター分館 発達支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 8,900    落札

31 平成30年4月25日 （長期継続契約）こども発達センター分館機械警備業務委託 市川市稲荷木１丁目１４番１号 市川市こども発達センター分館 発達支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       綜合警備保障　株式会社船橋支社 12,000    　　　

32 平成30年4月25日 （長期継続契約）塩浜市民体育館外機械警備業務委託 市川市塩浜４丁目９番１号　塩浜市民体育館外１箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 28,000    落札

32 平成30年4月25日 （長期継続契約）塩浜市民体育館外機械警備業務委託 市川市塩浜４丁目９番１号　塩浜市民体育館外１箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       綜合警備保障　株式会社船橋支社 36,500    　　　

33 平成30年4月25日 （長期継続契約）国府台市民体育館外機械警備業務委託 市川市国府台１丁目６番４号　国府台市民体育館外１箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 19,800    落札

34 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川駅行政サービスセンター等機械警備業務委託 市川市市川南１丁目１番１号　ザタワーズイースト３階 市川駅行政サービスセンター一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 11,900    落札



34 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川駅行政サービスセンター等機械警備業務委託 市川市市川南１丁目１番１号　ザタワーズイースト３階 市川駅行政サービスセンター一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       綜合警備保障　株式会社船橋支社 20,000    　　　

35 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川市急病診療・ふれあいセンター機械警備業務委託 市川市大洲１丁目１８番１号　市川市急病診療・ふれあいセンター 疾病予防課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 8,500    落札

36 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川市旧浅子神輿店舗外機械警備業務委託 市川市本行徳３７番２　外１箇所 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セントラル警備保障株式会社　千葉支社 11,800    落札

36 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川市旧浅子神輿店舗外機械警備業務委託 市川市本行徳３７番２　外１箇所 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 12,500    　　　

37 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川市勤労福祉センター及び分館機械警備業務委託 市川市南八幡2丁目20番1号　市川市勤労福祉センター　外1箇所 商工振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 15,000    落札

38 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川市斎場夜間機械警備業務委託 市川市大野町４丁目２６１０番地１ 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 17,500    落札

39 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川市在宅高齢者等紙おむつ購入・給付業務委託 市内全域の在宅高齢者等の居宅 介護福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       日本パムコ　株式会社 152,171,580    落札

40 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川市市川こども館等施設機械警備業務委託 市川市市川２丁目３３番６号　市川こども館、市川老人いこいの家、市川保育ルーム 子育て支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 7,000    落札

41 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川市水木洋子邸機械警備業務委託 市川市八幡５丁目１７番３号　水木洋子邸 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セントラル警備保障株式会社　千葉支社 5,300    落札

41 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川市水木洋子邸機械警備業務委託 市川市八幡５丁目１７番３号　水木洋子邸 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　全日警 6,600    　　　

42 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川市地域ふれあい館機械警備業務委託 市川市市川２丁目７番７号 市川市市川地域ふれあい館 外１２箇所 地域振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セントラル警備保障株式会社　千葉支社 64,800    落札

42 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川市地域ふれあい館機械警備業務委託 市川市市川２丁目７番７号 市川市市川地域ふれあい館 外１２箇所 地域振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 77,350    　　　

43 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川市立保育園等機械警備業務委託 市川市平田1丁目20番16号外24箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 223,000    落札

44 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川市老人いこいの家等機械警備業務委託 市川市北方2丁目29番19号外6箇所 地域支えあい課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セントラル警備保障株式会社　千葉支社 32,400    落札

44 平成30年4月25日 （長期継続契約）市川市老人いこいの家等機械警備業務委託 市川市北方2丁目29番19号外6箇所 地域支えあい課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 43,400    　　　

45 平成30年4月25日 （長期継続契約）大柏川第一調節池緑地内ビジターセンター機械警備業務委託 市川市北方町4丁目1444番59 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 6,800    落札

45 平成30年4月25日 （長期継続契約）大柏川第一調節池緑地内ビジターセンター機械警備業務委託 市川市北方町4丁目1444番59 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       綜合警備保障　株式会社船橋支社 9,000    　　　

46 平成30年4月25日 いちかわ市議会だより新聞折り込み配布業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市議会事務局 議事課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　ユースメディア柏営業所 4,440,184    落札

46 平成30年4月25日 いちかわ市議会だより新聞折り込み配布業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市議会事務局 議事課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　加藤新聞舗 4,800,768    　　　

47 平成30年4月25日 市川市急病診療・ふれあいセンター及び市川市西消防署大洲出張所空調設備保守点検業務委託 市川市大洲１丁目１８番１号 疾病予防課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　大進功業 800,000    落札

47 平成30年4月25日 市川市急病診療・ふれあいセンター及び市川市西消防署大洲出張所空調設備保守点検業務委託 市川市大洲１丁目１８番１号 疾病予防課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       第一セントラル設備　株式会社 860,000    　　　

47 平成30年4月25日 市川市急病診療・ふれあいセンター及び市川市西消防署大洲出張所空調設備保守点検業務委託 市川市大洲１丁目１８番１号 疾病予防課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　イデア 1,480,000    　　　

48 平成30年4月25日 市川市大町公園危険樹木撤去等緑地管理業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2757000 2977560 株式会社　植泰造園 2,805,000    落札

48 平成30年4月25日 市川市大町公園危険樹木撤去等緑地管理業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2757000 2977560 株式会社　曽谷造園土木 2,855,887    　　　

48 平成30年4月25日 市川市大町公園危険樹木撤去等緑地管理業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2757000 2977560 有限会社　栗山造園土木 2,935,560    　　　

48 平成30年4月25日 市川市大町公園危険樹木撤去等緑地管理業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2757000 2977560 株式会社　石芳園 2,987,000    　　　

48 平成30年4月25日 市川市大町公園危険樹木撤去等緑地管理業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2757000 2977560 株式会社　ユアサ園芸 2,987,500    　　　

48 平成30年4月25日 市川市大町公園危険樹木撤去等緑地管理業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2757000 2977560 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 2,993,000    　　　

48 平成30年4月25日 市川市大町公園危険樹木撤去等緑地管理業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2757000 2977560 有限会社　柏井緑化土木 3,005,500    　　　

48 平成30年4月25日 市川市大町公園危険樹木撤去等緑地管理業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2757000 2977560 株式会社　サンライズグリーン 3,062,315    　　　

48 平成30年4月25日 市川市大町公園危険樹木撤去等緑地管理業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2757000 2977560 株式会社　荒井造園土木 3,189,000    　　　

48 平成30年4月25日 市川市大町公園危険樹木撤去等緑地管理業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2757000 2977560 有限会社　ヤマト造園 2,435,700    失格

48 平成30年4月25日 市川市大町公園危険樹木撤去等緑地管理業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2757000 2977560 エイワ建商　株式会社 2,490,000    失格

48 平成30年4月25日 市川市大町公園危険樹木撤去等緑地管理業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2757000 2977560 株式会社　堀之内造園 2,511,000    失格

48 平成30年4月25日 市川市大町公園危険樹木撤去等緑地管理業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2757000 2977560 岡本緑化建設　株式会社 2,518,500    失格

48 平成30年4月25日 市川市大町公園危険樹木撤去等緑地管理業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2757000 2977560 株式会社　草壁園 2,743,600    失格

49 平成30年4月25日 市川市大町公園草刈業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2932000 3166560 エイワ建商　株式会社 3,177,100    落札

49 平成30年4月25日 市川市大町公園草刈業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2932000 3166560 株式会社　堀之内造園 3,552,000    　　　

49 平成30年4月25日 市川市大町公園草刈業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2932000 3166560 有限会社　ヤマト造園 4,070,000    　　　

49 平成30年4月25日 市川市大町公園草刈業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2932000 3166560 株式会社　曽谷造園土木 4,202,300    　　　

49 平成30年4月25日 市川市大町公園草刈業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2932000 3166560 株式会社　荒井造園土木 4,260,000    　　　

49 平成30年4月25日 市川市大町公園草刈業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2932000 3166560 有限会社　柏井緑化土木 4,277,000    　　　

49 平成30年4月25日 市川市大町公園草刈業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2932000 3166560 株式会社　ユアサ園芸 4,690,000    　　　

49 平成30年4月25日 市川市大町公園草刈業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2932000 3166560 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 4,960,100    　　　

49 平成30年4月25日 市川市大町公園草刈業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2932000 3166560 株式会社　草壁園 5,422,000    　　　

49 平成30年4月25日 市川市大町公園草刈業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2932000 3166560 有限会社　栗山造園土木 6,563,000    　　　

49 平成30年4月25日 市川市大町公園草刈業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2932000 3166560 株式会社　サンライズグリーン 7,690,000    　　　

49 平成30年4月25日 市川市大町公園草刈業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2932000 3166560 岡本緑化建設　株式会社 8,725,000    　　　

49 平成30年4月25日 市川市大町公園草刈業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2932000 3166560 株式会社　植泰造園 1,262,000    失格

49 平成30年4月25日 市川市大町公園草刈業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2932000 3166560 株式会社　石芳園       辞退

50 平成30年4月25日 市川市大町公園内清掃等業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 16691000 18026280 株式会社　曽谷造園土木 17,000,000    落札

51 平成30年4月25日 電子レセプト(診療報酬明細書)点検業務委託 市川市南八幡２丁目２０番１号　市川市勤労福祉センター 国民健康保険課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　ニチイ学館 5,998,338 5,542,259 落札

51 平成30年4月25日 電子レセプト(診療報酬明細書)点検業務委託 市川市南八幡２丁目２０番１号　市川市勤労福祉センター 国民健康保険課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　オークス 10,748,891    辞退

51 平成30年4月25日 電子レセプト(診療報酬明細書)点検業務委託 市川市南八幡２丁目２０番１号　市川市勤労福祉センター 国民健康保険課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　日本メディカ 11,891,960    辞退

52 平成30年4月25日 不法看板等撤去業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市道路交通部道路管理課 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 7309000 7893720 公益財団法人　市川市清掃公社 8,609,600    落札

53 平成30年4月25日 平成３０年度　国民健康保険被保険者証作成等業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市保健部国民健康保険課 国民健康保険課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価       株式会社　太陽堂印刷所 6,400,100    落札

54 平成30年4月26日 （長期継続契約）じゅん菜池緑地内登龍庵建物外１棟機械警備業務委託 市川市中国分４丁目４６１番外１箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 12,800    落札

55 平成30年4月26日 （長期継続契約）課税原票管理システム機器等及び課税台帳システム機器等賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部市民税課　外４箇所 市民税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 914,500    落札

55 平成30年4月26日 （長期継続契約）課税原票管理システム機器等及び課税台帳システム機器等賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部市民税課　外４箇所 市民税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 915,050    　　　

56 平成30年4月26日 (長期継続契約)課税原票管理システム機器等及び課税台帳管理システム機器等保守業務 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部市民税課 市民税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 305,010    落札

56 平成30年4月26日 (長期継続契約)課税原票管理システム機器等及び課税台帳管理システム機器等保守業務 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部市民税課 市民税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 305,010    　　　

57 平成30年4月26日 （長期継続契約）広尾防災公園管理棟機械警備業務委託 市川市広尾２丁目３６番１　広尾防災公園管理棟 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 8,350    落札

57 平成30年4月26日 （長期継続契約）広尾防災公園管理棟機械警備業務委託 市川市広尾２丁目３６番１　広尾防災公園管理棟 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       綜合警備保障　株式会社船橋支社 9,300    　　　

58 平成30年4月26日 （長期継続契約）市川市信篤図書館外２館機械警備業務委託 市川市高谷１丁目８番１号　市川市信篤図書館　外２館 中央図書館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 18,000    落札

59 平成30年4月26日 (長期継続契約)市川市中央公民館外１２館機械警備業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　中央公民館外１２箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 97,500    落札

60 平成30年4月26日 （長期継続契約）市川市動植物園有人及び機械警備業務委託 市川市大町２８４番１外　動植物園　市川市大町２１３番１１　観賞植物園 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 177,300    落札



61 平成30年4月26日 （長期継続契約）市川市南行徳市民センター機械警備業務委託 市川市南行徳１丁目２１番１号　市川市南行徳市民センター 南行徳市民センター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       綜合警備保障　株式会社船橋支社 8,000    落札

62 平成30年4月26日 （長期継続契約）市川市二俣新町駅前地下歩道機械警備業務委託 市川市二俣７１７番地先 道路安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       綜合警備保障　株式会社船橋支社 117,000    落札

63 平成30年4月26日 （長期継続契約）市川市立小・中学校外機械警備業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外６１校（園） 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 716,100    落札

64 平成30年4月26日 市川市個別予防接種通知書作成及び封入封緘等業務委託 市川市南八幡４丁目１８番８号　市川市保健部保健センター疾病予防課 疾病予防課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価       株式会社　太陽堂印刷所 5,892,850 5,708,050 落札

64 平成30年4月26日 市川市個別予防接種通知書作成及び封入封緘等業務委託 市川市南八幡４丁目１８番８号　市川市保健部保健センター疾病予防課 疾病予防課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価       東洋印刷株式会社　千葉営業所       棄権

65 平成30年4月26日 市川市立市川小学校外61校(園)樹木害虫防除業務委託 市川市市川2丁目32番5号外61箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2498000 2697840 株式会社　ユアサ園芸 2,988,790    落札

65 平成30年4月26日 市川市立市川小学校外61校(園)樹木害虫防除業務委託 市川市市川2丁目32番5号外61箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2498000 2697840 有限会社　栗山造園土木 2,999,900    　　　

65 平成30年4月26日 市川市立市川小学校外61校(園)樹木害虫防除業務委託 市川市市川2丁目32番5号外61箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2498000 2697840 株式会社　サンライズグリーン 3,056,025    　　　

65 平成30年4月26日 市川市立市川小学校外61校(園)樹木害虫防除業務委託 市川市市川2丁目32番5号外61箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2498000 2697840 株式会社　荒井造園土木 3,712,140    　　　

65 平成30年4月26日 市川市立市川小学校外61校(園)樹木害虫防除業務委託 市川市市川2丁目32番5号外61箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2498000 2697840 エイワ建商　株式会社 4,232,446    　　　

65 平成30年4月26日 市川市立市川小学校外61校(園)樹木害虫防除業務委託 市川市市川2丁目32番5号外61箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2498000 2697840 岡本緑化建設　株式会社 4,737,840    　　　

65 平成30年4月26日 市川市立市川小学校外61校(園)樹木害虫防除業務委託 市川市市川2丁目32番5号外61箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2498000 2697840 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 4,814,781    　　　

65 平成30年4月26日 市川市立市川小学校外61校(園)樹木害虫防除業務委託 市川市市川2丁目32番5号外61箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2498000 2697840 株式会社　堀之内造園 4,931,500    　　　

65 平成30年4月26日 市川市立市川小学校外61校(園)樹木害虫防除業務委託 市川市市川2丁目32番5号外61箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2498000 2697840 株式会社　草壁園 4,999,530    　　　

65 平成30年4月26日 市川市立市川小学校外61校(園)樹木害虫防除業務委託 市川市市川2丁目32番5号外61箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2498000 2697840 株式会社　曽谷造園土木 5,326,440    　　　

65 平成30年4月26日 市川市立市川小学校外61校(園)樹木害虫防除業務委託 市川市市川2丁目32番5号外61箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2498000 2697840 株式会社　青山造園土木       辞退

66 平成30年4月26日 市有地草刈等業務委託 市川市宮久保６丁目９３６番　外１１箇所 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 4790000 5173200 株式会社　草壁園 4,950,100    落札

66 平成30年4月26日 市有地草刈等業務委託 市川市宮久保６丁目９３６番　外１１箇所 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 4790000 5173200 株式会社　ユアサ園芸 5,028,160    　　　

66 平成30年4月26日 市有地草刈等業務委託 市川市宮久保６丁目９３６番　外１１箇所 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 4790000 5173200 株式会社　荒井造園土木 5,117,900    　　　

66 平成30年4月26日 市有地草刈等業務委託 市川市宮久保６丁目９３６番　外１１箇所 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 4790000 5173200 有限会社　栗山造園土木 5,135,700    　　　

66 平成30年4月26日 市有地草刈等業務委託 市川市宮久保６丁目９３６番　外１１箇所 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 4790000 5173200 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 5,246,600    　　　

66 平成30年4月26日 市有地草刈等業務委託 市川市宮久保６丁目９３６番　外１１箇所 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 4790000 5173200 株式会社　メイショウグループ 7,110,600    　　　

66 平成30年4月26日 市有地草刈等業務委託 市川市宮久保６丁目９３６番　外１１箇所 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 4790000 5173200 株式会社　石芳園 4,234,400    失格

66 平成30年4月26日 市有地草刈等業務委託 市川市宮久保６丁目９３６番　外１１箇所 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 4790000 5173200 有限会社　ヤマト造園 4,559,340    失格

66 平成30年4月26日 市有地草刈等業務委託 市川市宮久保６丁目９３６番　外１１箇所 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 4790000 5173200 株式会社　曽谷造園土木 4,594,000    失格

66 平成30年4月26日 市有地草刈等業務委託 市川市宮久保６丁目９３６番　外１１箇所 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 4790000 5173200 岡本緑化建設　株式会社 4,608,000    失格

66 平成30年4月26日 市有地草刈等業務委託 市川市宮久保６丁目９３６番　外１１箇所 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 4790000 5173200 エイワ建商　株式会社 4,609,960    失格

66 平成30年4月26日 市有地草刈等業務委託 市川市宮久保６丁目９３６番　外１１箇所 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 4790000 5173200 株式会社　サンライズグリーン 4,639,800    失格

66 平成30年4月26日 市有地草刈等業務委託 市川市宮久保６丁目９３６番　外１１箇所 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 4790000 5173200 株式会社　堀之内造園 4,657,700    失格

67 平成30年4月26日 自転車交通安全教室業務委託 市川市中山1丁目11番1号　市川市立第四中学校　外4箇所 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ワーサル 1,299,999    落札

67 平成30年4月26日 自転車交通安全教室業務委託 市川市中山1丁目11番1号　市川市立第四中学校　外4箇所 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　スーパードライバーズ 1,300,000    　　　

68 平成30年4月26日 文学ミュージアム第Ⅰ期企画展制作業務委託 市川市鬼高1丁目1番4号　生涯学習センター2階　市川市文学ミュージアム 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　弘文社 555,000    落札

68 平成30年4月26日 文学ミュージアム第Ⅰ期企画展制作業務委託 市川市鬼高1丁目1番4号　生涯学習センター2階　市川市文学ミュージアム 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　萌翔社 556,000    　　　

69 平成30年4月27日 （長期継続契約）こども福祉総合システム用プリンタ賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市こども政策部こども福祉課 こども福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 5,700    落札

69 平成30年4月27日 （長期継続契約）こども福祉総合システム用プリンタ賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市こども政策部こども福祉課 こども福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 6,000    　　　

70 平成30年4月27日 （長期継続契約）こども福祉総合システム用プリンタ保守業務 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市こども政策部こども福祉課 こども福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 7,600    落札

70 平成30年4月27日 （長期継続契約）こども福祉総合システム用プリンタ保守業務 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市こども政策部こども福祉課 こども福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 7,600    　　　

71 平成30年4月27日 （長期継続契約）市川南仮設庁舎清掃業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川南仮設庁舎 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 399029 430951 株式会社　イデア 411,500    落札

71 平成30年4月27日 （長期継続契約）市川南仮設庁舎清掃業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川南仮設庁舎 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 399029 430951 株式会社　メイショウグループ 600,000    　　　

71 平成30年4月27日 （長期継続契約）市川南仮設庁舎清掃業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川南仮設庁舎 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 399029 430951 ＯＢＭ　株式会社 346,000    失格

71 平成30年4月27日 （長期継続契約）市川南仮設庁舎清掃業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川南仮設庁舎 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 399029 430951 有限会社　藤サービス 367,000    失格

71 平成30年4月27日 （長期継続契約）市川南仮設庁舎清掃業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川南仮設庁舎 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 399029 430951 株式会社　ＬＥＡＤ 368,600    失格

71 平成30年4月27日 （長期継続契約）市川南仮設庁舎清掃業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川南仮設庁舎 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 399029 430951 株式会社　山研ビルサービス 372,000    失格

71 平成30年4月27日 （長期継続契約）市川南仮設庁舎清掃業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川南仮設庁舎 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 399029 430951 株式会社　ニューオーダー 379,500    失格

71 平成30年4月27日 （長期継続契約）市川南仮設庁舎清掃業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川南仮設庁舎 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 399029 430951 株式会社　ほくしん 381,000    失格

71 平成30年4月27日 （長期継続契約）市川南仮設庁舎清掃業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川南仮設庁舎 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 399029 430951 市川市ビル管理事業協同組合 383,000    失格

71 平成30年4月27日 （長期継続契約）市川南仮設庁舎清掃業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川南仮設庁舎 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 399029 430951 株式会社　ワテックシステムズ 386,000    失格

71 平成30年4月27日 （長期継続契約）市川南仮設庁舎清掃業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川南仮設庁舎 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 399029 430951 有限会社　アベニュー       辞退

72 平成30年4月27日 江戸川堤防兼用道路脇除草業務委託 市川市国府台３丁目９番　外１８箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2981000 3219480 株式会社　植泰造園 3,450,000    落札

72 平成30年4月27日 江戸川堤防兼用道路脇除草業務委託 市川市国府台３丁目９番　外１８箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2981000 3219480 エイワ建商　株式会社 3,480,000    　　　

72 平成30年4月27日 江戸川堤防兼用道路脇除草業務委託 市川市国府台３丁目９番　外１８箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2981000 3219480 岡本緑化建設　株式会社 3,720,000    　　　

72 平成30年4月27日 江戸川堤防兼用道路脇除草業務委託 市川市国府台３丁目９番　外１８箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2981000 3219480 株式会社　堀之内造園 3,724,520    　　　

72 平成30年4月27日 江戸川堤防兼用道路脇除草業務委託 市川市国府台３丁目９番　外１８箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2981000 3219480 株式会社　サンライズグリーン 3,837,325    　　　

72 平成30年4月27日 江戸川堤防兼用道路脇除草業務委託 市川市国府台３丁目９番　外１８箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2981000 3219480 株式会社　草壁園 3,848,000    　　　

72 平成30年4月27日 江戸川堤防兼用道路脇除草業務委託 市川市国府台３丁目９番　外１８箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2981000 3219480 株式会社　ユアサ園芸 3,850,000    　　　

72 平成30年4月27日 江戸川堤防兼用道路脇除草業務委託 市川市国府台３丁目９番　外１８箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2981000 3219480 有限会社　栗山造園土木 4,000,000    　　　

72 平成30年4月27日 江戸川堤防兼用道路脇除草業務委託 市川市国府台３丁目９番　外１８箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2981000 3219480 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 4,142,000    　　　

72 平成30年4月27日 江戸川堤防兼用道路脇除草業務委託 市川市国府台３丁目９番　外１８箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2981000 3219480 株式会社　曽谷造園土木 4,579,000    　　　

73 平成30年4月27日 市川市害鳥等駆除業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市市民部総合市民相談課 総合市民相談課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       市川市ビル管理事業協同組合 893,000    落札

74 平成30年4月27日 市川市急病診療所及び市川市休日急病等歯科診療所白衣等のクリーニング業務 市川市大洲１丁目１８番１号　市川市急病診療所　休憩室 疾病予防課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　ウイング 519,410    落札

74 平成30年4月27日 市川市急病診療所及び市川市休日急病等歯科診療所白衣等のクリーニング業務 市川市大洲１丁目１８番１号　市川市急病診療所　休憩室 疾病予防課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       有限会社　鈴木クリーニング商会 727,400    　　　

75 平成30年4月27日 市川市職員ストレスチェック業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市総務部人材育成課 人材育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ドリームホップ 1,970,000    落札

75 平成30年4月27日 市川市職員ストレスチェック業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市総務部人材育成課 人材育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　インソース 3,234,000    　　　

75 平成30年4月27日 市川市職員ストレスチェック業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市総務部人材育成課 人材育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　法研 3,574,000    　　　

75 平成30年4月27日 市川市職員ストレスチェック業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市総務部人材育成課 人材育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　フィスメック 3,700,000    　　　

75 平成30年4月27日 市川市職員ストレスチェック業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市総務部人材育成課 人材育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　カイテック 5,940,000    　　　



76 平成30年4月27日 市川市身体障害者福祉センター及び市川市フォルテ行徳建物清掃業務委託 市川市本行徳１番５号 障害者施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 420000 453600 市川市ビル管理事業協同組合 430,530    落札

76 平成30年4月27日 市川市身体障害者福祉センター及び市川市フォルテ行徳建物清掃業務委託 市川市本行徳１番５号 障害者施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 420000 453600 株式会社　ほくしん 448,000    　　　

76 平成30年4月27日 市川市身体障害者福祉センター及び市川市フォルテ行徳建物清掃業務委託 市川市本行徳１番５号 障害者施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 420000 453600 株式会社　ニューオーダー 865,800    　　　

76 平成30年4月27日 市川市身体障害者福祉センター及び市川市フォルテ行徳建物清掃業務委託 市川市本行徳１番５号 障害者施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 420000 453600 株式会社　メイショウグループ 1,200,000    　　　

76 平成30年4月27日 市川市身体障害者福祉センター及び市川市フォルテ行徳建物清掃業務委託 市川市本行徳１番５号 障害者施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 420000 453600 株式会社　イデア       辞退

76 平成30年4月27日 市川市身体障害者福祉センター及び市川市フォルテ行徳建物清掃業務委託 市川市本行徳１番５号 障害者施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 420000 453600 株式会社　ＬＥＡＤ       辞退

76 平成30年4月27日 市川市身体障害者福祉センター及び市川市フォルテ行徳建物清掃業務委託 市川市本行徳１番５号 障害者施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 420000 453600 ＯＢＭ　株式会社       無効

76 平成30年4月27日 市川市身体障害者福祉センター及び市川市フォルテ行徳建物清掃業務委託 市川市本行徳１番５号 障害者施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 420000 453600 株式会社　ルーツ       棄権

77 平成30年4月27日 市川市身体障害者福祉センター送迎バス運行業務委託 市川市本行徳１番５号　市川市身体障害者福祉センター 障害者施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 3007000 3247560 三陽自動車株式会社　千葉営業所 3,485,000    落札

78 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その１ 市川市稲越町５１８番地先　外９７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3431000 3705480 株式会社　堀之内造園 4,476,570    落札

78 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その１ 市川市稲越町５１８番地先　外９７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3431000 3705480 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 4,526,217    　　　

78 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その１ 市川市稲越町５１８番地先　外９７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3431000 3705480 エイワ建商　株式会社 4,604,507    　　　

78 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その１ 市川市稲越町５１８番地先　外９７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3431000 3705480 株式会社　曽谷造園土木 4,604,528    　　　

78 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その１ 市川市稲越町５１８番地先　外９７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3431000 3705480 株式会社　草壁園 4,746,000    　　　

78 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その１ 市川市稲越町５１８番地先　外９７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3431000 3705480 株式会社　サンライズグリーン 4,776,520    　　　

78 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その１ 市川市稲越町５１８番地先　外９７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3431000 3705480 株式会社　ユアサ園芸 5,163,600    　　　

78 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その１ 市川市稲越町５１８番地先　外９７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3431000 3705480 岡本緑化建設　株式会社 5,226,780    　　　

78 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その１ 市川市稲越町５１８番地先　外９７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3431000 3705480 有限会社　栗山造園土木 5,459,640    　　　

78 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その１ 市川市稲越町５１８番地先　外９７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3431000 3705480 株式会社　植泰造園       辞退

79 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その２ 市川市八幡６丁目８３９番地先　外７７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2739000 2958120 株式会社　サンライズグリーン 3,281,082    落札

79 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その２ 市川市八幡６丁目８３９番地先　外７７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2739000 2958120 エイワ建商　株式会社 3,542,003    　　　

79 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その２ 市川市八幡６丁目８３９番地先　外７７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2739000 2958120 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 3,697,514    　　　

79 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その２ 市川市八幡６丁目８３９番地先　外７７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2739000 2958120 株式会社　堀之内造園 3,767,010    　　　

79 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その２ 市川市八幡６丁目８３９番地先　外７７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2739000 2958120 株式会社　曽谷造園土木 3,786,720    　　　

79 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その２ 市川市八幡６丁目８３９番地先　外７７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2739000 2958120 株式会社　草壁園 3,900,000    　　　

79 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その２ 市川市八幡６丁目８３９番地先　外７７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2739000 2958120 株式会社　ユアサ園芸 4,242,256    　　　

79 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その２ 市川市八幡６丁目８３９番地先　外７７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2739000 2958120 有限会社　栗山造園土木 4,407,930    　　　

79 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その２ 市川市八幡６丁目８３９番地先　外７７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2739000 2958120 岡本緑化建設　株式会社 5,066,650    　　　

79 平成30年4月27日 法定外公共物等維持管理業務委託　その２ 市川市八幡６丁目８３９番地先　外７７箇所 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2739000 2958120 株式会社　植泰造園       辞退

80 平成30年5月1日 市川市総合案内受付及び電話交換業務等委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市第2庁舎　財政部管財課 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 56884000 61434720 株式会社　ＭＳＫ 63,725,000    落札

80 平成30年5月1日 市川市総合案内受付及び電話交換業務等委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市第2庁舎　財政部管財課 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 56884000 61434720 日東カストディアル・サービス　株式会社千葉支店 41,932,000    失格

80 平成30年5月1日 市川市総合案内受付及び電話交換業務等委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市第2庁舎　財政部管財課 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 56884000 61434720 株式会社　サンメンテナンス　千葉営業所 48,840,000    失格

81 平成30年5月1日 青色防犯パトロール業務委託 市川市八幡２丁目４番８号 市民安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7298000 7881840 株式会社　メイショウグループ 7,950,000    落札

81 平成30年5月1日 青色防犯パトロール業務委託 市川市八幡２丁目４番８号 市民安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7298000 7881840 ＯＢＭ　株式会社 8,211,600    　　　

81 平成30年5月1日 青色防犯パトロール業務委託 市川市八幡２丁目４番８号 市民安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7298000 7881840 株式会社　日本環境ビルテック　千葉本社 9,300,000    　　　

81 平成30年5月1日 青色防犯パトロール業務委託 市川市八幡２丁目４番８号 市民安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7298000 7881840 株式会社　ＭＳＫ 9,700,000    　　　

81 平成30年5月1日 青色防犯パトロール業務委託 市川市八幡２丁目４番８号 市民安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7298000 7881840 株式会社　ワコ－インタ－ナショナル千葉支店 9,899,000    　　　

81 平成30年5月1日 青色防犯パトロール業務委託 市川市八幡２丁目４番８号 市民安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7298000 7881840 株式会社　ネオ・アメニティーサービス 10,500,000    　　　

81 平成30年5月1日 青色防犯パトロール業務委託 市川市八幡２丁目４番８号 市民安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7298000 7881840 北総警備保障　株式会社 10,943,560    　　　

81 平成30年5月1日 青色防犯パトロール業務委託 市川市八幡２丁目４番８号 市民安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7298000 7881840 サンエス警備保障　株式会社 16,586,000    　　　

81 平成30年5月1日 青色防犯パトロール業務委託 市川市八幡２丁目４番８号 市民安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7298000 7881840 市川市ビル管理事業協同組合       その他

82 平成30年5月7日 北市川運動公園樹木管理等業務委託 市川市柏井町4丁目277番1 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 5529000 5971320 株式会社　堀之内造園 5,767,690    落札

82 平成30年5月7日 北市川運動公園樹木管理等業務委託 市川市柏井町4丁目277番1 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 5529000 5971320 有限会社　栗山造園土木 6,035,580    　　　

82 平成30年5月7日 北市川運動公園樹木管理等業務委託 市川市柏井町4丁目277番1 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 5529000 5971320 株式会社　メイショウグループ 6,075,003    　　　

82 平成30年5月7日 北市川運動公園樹木管理等業務委託 市川市柏井町4丁目277番1 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 5529000 5971320 岡本緑化建設　株式会社 6,296,850    　　　

82 平成30年5月7日 北市川運動公園樹木管理等業務委託 市川市柏井町4丁目277番1 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 5529000 5971320 株式会社　草壁園 6,442,200    　　　

82 平成30年5月7日 北市川運動公園樹木管理等業務委託 市川市柏井町4丁目277番1 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 5529000 5971320 株式会社　曽谷造園土木 6,498,055    　　　

82 平成30年5月7日 北市川運動公園樹木管理等業務委託 市川市柏井町4丁目277番1 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 5529000 5971320 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 7,016,722    　　　

82 平成30年5月7日 北市川運動公園樹木管理等業務委託 市川市柏井町4丁目277番1 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 5529000 5971320 株式会社　荒井造園土木 4,999,710    失格

82 平成30年5月7日 北市川運動公園樹木管理等業務委託 市川市柏井町4丁目277番1 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 5529000 5971320 エイワ建商　株式会社 5,162,517    失格

82 平成30年5月7日 北市川運動公園樹木管理等業務委託 市川市柏井町4丁目277番1 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 5529000 5971320 有限会社　柏井緑化土木 5,206,377    失格

82 平成30年5月7日 北市川運動公園樹木管理等業務委託 市川市柏井町4丁目277番1 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 5529000 5971320 有限会社　ヤマト造園 4,627,405    無効

82 平成30年5月7日 北市川運動公園樹木管理等業務委託 市川市柏井町4丁目277番1 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 5529000 5971320 株式会社　サンライズグリーン 4,781,869    無効

82 平成30年5月7日 北市川運動公園樹木管理等業務委託 市川市柏井町4丁目277番1 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 5529000 5971320 株式会社　ユアサ園芸 5,112,900    無効

82 平成30年5月7日 北市川運動公園樹木管理等業務委託 市川市柏井町4丁目277番1 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 5529000 5971320 株式会社　植泰造園 5,605,550    無効

83 平成30年5月9日 家庭系ごみ質分析調査業務委託 市川市田尻１００３番地　市川市クリーンセンター 循環型社会推進課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　市川環境アセス 1,160,000    落札

84 平成30年5月10日 (長期継続契約)市川市曽谷公民館エレベータ定期点検及び保守業務委託 市川市曽谷６丁目２５番５号　曽谷公民館 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エレベーターコミュニケーションズ　株式会社 8,300    落札

84 平成30年5月10日 (長期継続契約)市川市曽谷公民館エレベータ定期点検及び保守業務委託 市川市曽谷６丁目２５番５号　曽谷公民館 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ジャパンエレベーターサービス城南　株式会社 15,000    　　　

85 平成30年5月10日 史跡曽谷貝塚外２箇所草刈業務委託 市川市曽谷２丁目５００番１外２箇所 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 5768000 6229440 株式会社　曽谷造園土木 5,808,000    落札

85 平成30年5月10日 史跡曽谷貝塚外２箇所草刈業務委託 市川市曽谷２丁目５００番１外２箇所 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 5768000 6229440 株式会社　堀之内造園 5,925,590    　　　

85 平成30年5月10日 史跡曽谷貝塚外２箇所草刈業務委託 市川市曽谷２丁目５００番１外２箇所 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 5768000 6229440 有限会社　柏井緑化土木 5,944,000    　　　

85 平成30年5月10日 史跡曽谷貝塚外２箇所草刈業務委託 市川市曽谷２丁目５００番１外２箇所 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 5768000 6229440 有限会社　栗山造園土木 5,998,000    　　　

85 平成30年5月10日 史跡曽谷貝塚外２箇所草刈業務委託 市川市曽谷２丁目５００番１外２箇所 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 5768000 6229440 株式会社　荒井造園土木 6,264,000    　　　

85 平成30年5月10日 史跡曽谷貝塚外２箇所草刈業務委託 市川市曽谷２丁目５００番１外２箇所 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 5768000 6229440 株式会社　植泰造園 6,823,854    　　　

85 平成30年5月10日 史跡曽谷貝塚外２箇所草刈業務委託 市川市曽谷２丁目５００番１外２箇所 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 5768000 6229440 株式会社　メイショウグループ 7,890,000    　　　

85 平成30年5月10日 史跡曽谷貝塚外２箇所草刈業務委託 市川市曽谷２丁目５００番１外２箇所 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 5768000 6229440 エイワ建商　株式会社 5,624,298    失格



85 平成30年5月10日 史跡曽谷貝塚外２箇所草刈業務委託 市川市曽谷２丁目５００番１外２箇所 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 5768000 6229440 京葉プラントエンジニアリング　株式会社       辞退

86 平成30年5月11日 （長期継続契約）市川市医療費助成等事務処理業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市役所仮本庁舎2階　こども福祉課　他1ヵ所 こども福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価       株式会社　ニチイ学館 41,774,768    落札

87 平成30年5月11日 （長期継続契約）障害者自立支援システム用機器等賃貸借 市川市　福祉部　障害者支援課 障害者支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 48,900    落札

87 平成30年5月11日 （長期継続契約）障害者自立支援システム用機器等賃貸借 市川市　福祉部　障害者支援課 障害者支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 49,000    　　　

88 平成30年5月11日 （長期継続契約）障害者自立支援システム用機器等保守業務 市川市　福祉部　障害者支援課 障害者支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 12,600    落札

88 平成30年5月11日 （長期継続契約）障害者自立支援システム用機器等保守業務 市川市　福祉部　障害者支援課 障害者支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 12,700    　　　

89 平成30年5月11日 学校給食従事者腸内細菌検査業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校外４６箇所 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　エイケン 300    落札

90 平成30年5月11日 広報紙新聞折り込み業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市企画部広報広聴課 広報広聴課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　加藤新聞舗 23,951,200    落札

90 平成30年5月11日 広報紙新聞折り込み業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市企画部広報広聴課 広報広聴課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　ユースメディア柏営業所 24,964,520    　　　

91 平成30年5月11日 産業廃棄物処分（バキューム清掃）業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校外４４校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　京葉興業市川支店 15,500    落札

92 平成30年5月11日 市川市婚活イベント開催業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市企画部企画課 企画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       正金興業　株式会社 988,000    落札

92 平成30年5月11日 市川市婚活イベント開催業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市企画部企画課 企画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　常陽リビング社　京葉支社 3,386,000    　　　

92 平成30年5月11日 市川市婚活イベント開催業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市企画部企画課 企画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       アースサポート　株式会社       辞退

93 平成30年5月15日 （長期継続契約）市川市図書館情報システムソフトウェア保守業務 市川市鬼高１丁目１番４号　中央図書館　他 中央図書館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　大崎コンピュータエンヂニアリング　市川支店 789,500    落札

94 平成30年5月15日 （長期継続契約）市川市図書館情報システムパッケージ賃貸借 市川市中央図書館　他　　市川市鬼高１丁目１番４号　他 中央図書館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　大崎コンピュータエンヂニアリング　市川支店 513,800    落札

95 平成30年5月15日 （長期継続契約）平成３０年度介護保険指定機関等管理システム用端末等賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市役所　仮本庁舎内　福祉部福祉政策課 福祉政策課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 4,950    落札

95 平成30年5月15日 （長期継続契約）平成３０年度介護保険指定機関等管理システム用端末等賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市役所　仮本庁舎内　福祉部福祉政策課 福祉政策課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 5,200    　　　

96 平成30年5月15日 （長期継続契約）平成３０年度導入市川市校内ＬＡＮシステムストレージ装置等一式賃貸借 市川市内 教育センター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＮＴＴファイナンス　株式会社千葉支店 1,688,500    落札

96 平成30年5月15日 （長期継続契約）平成３０年度導入市川市校内ＬＡＮシステムストレージ装置等一式賃貸借 市川市内 教育センター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＮＥＣキャピタルソリューション　株式会社　 1,716,700    　　　

96 平成30年5月15日 （長期継続契約）平成３０年度導入市川市校内ＬＡＮシステムストレージ装置等一式賃貸借 市川市内 教育センター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所       辞退

96 平成30年5月15日 （長期継続契約）平成３０年度導入市川市校内ＬＡＮシステムストレージ装置等一式賃貸借 市川市内 教育センター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       日立キャピタル　株式会社　       辞退

96 平成30年5月15日 （長期継続契約）平成３０年度導入市川市校内ＬＡＮシステムストレージ装置等一式賃貸借 市川市内 教育センター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　       辞退

97 平成30年5月15日 市川市IT活用サポート業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外５８箇所 教育センター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ジェーミックス 3,182,740    落札

98 平成30年5月15日 市川市図書館情報システム構築設定委託 市川市鬼高１丁目１番４号　中央図書館　他 中央図書館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　大崎コンピュータエンヂニアリング　市川支店 42,000,000    落札

99 平成30年5月15日 平成３０年度　室内空気中繊維数濃度測定業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       中外テクノス　株式会社関東環境技術センター 1,295,400    落札

99 平成30年5月15日 平成３０年度　室内空気中繊維数濃度測定業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       帝人エコ・サイエンス　株式会社 1,894,500    　　　

99 平成30年5月15日 平成３０年度　室内空気中繊維数濃度測定業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       東邦化研　株式会社 2,074,593    　　　

99 平成30年5月15日 平成３０年度　室内空気中繊維数濃度測定業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　環境管理センター東関東技術センター 2,527,000    　　　

100 平成30年5月15日 平成３０年度　大気汚染自動測定機保守管理業務委託 市川市八幡３丁目２４番１号　市川本八幡外７箇所 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       公害計器サ－ビス株式会社 8,650,000    落札

100 平成30年5月15日 平成３０年度　大気汚染自動測定機保守管理業務委託 市川市八幡３丁目２４番１号　市川本八幡外７箇所 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       一般財団法人　千葉県環境財団 8,730,000    　　　

100 平成30年5月15日 平成３０年度　大気汚染自動測定機保守管理業務委託 市川市八幡３丁目２４番１号　市川本八幡外７箇所 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       環境計測株式会社　千葉サービスセンター 8,985,000    　　　

100 平成30年5月15日 平成３０年度　大気汚染自動測定機保守管理業務委託 市川市八幡３丁目２４番１号　市川本八幡外７箇所 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       誠心エンジニアリング　株式会社千葉営業所 9,000,000    　　　

100 平成30年5月15日 平成３０年度　大気汚染自動測定機保守管理業務委託 市川市八幡３丁目２４番１号　市川本八幡外７箇所 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       ムラタ計測器サービス　株式会社東京支店 9,100,000    　　　

101 平成30年5月15日 平成３０年度図書等配送業務委託 市川市鬼高１丁目１番４号　市川市教育センター　外６４箇所 教育センター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ウィズ 2,108,000    落札

102 平成30年5月16日 行徳地区街路樹等総合維持管理業務委託 市川市富浜１丁目７番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 33960000 36676800 株式会社　サンライズグリーン 40,700,090    落札

102 平成30年5月16日 行徳地区街路樹等総合維持管理業務委託 市川市富浜１丁目７番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 33960000 36676800 有限会社　栗山造園土木 40,803,970    　　　

102 平成30年5月16日 行徳地区街路樹等総合維持管理業務委託 市川市富浜１丁目７番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 33960000 36676800 有限会社　柏井緑化土木 40,950,277    　　　

102 平成30年5月16日 行徳地区街路樹等総合維持管理業務委託 市川市富浜１丁目７番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 33960000 36676800 株式会社　青山造園土木 41,536,410    　　　

102 平成30年5月16日 行徳地区街路樹等総合維持管理業務委託 市川市富浜１丁目７番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 33960000 36676800 エイワ建商　株式会社 41,551,975    　　　

102 平成30年5月16日 行徳地区街路樹等総合維持管理業務委託 市川市富浜１丁目７番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 33960000 36676800 株式会社　堀之内造園 41,585,500    　　　

102 平成30年5月16日 行徳地区街路樹等総合維持管理業務委託 市川市富浜１丁目７番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 33960000 36676800 株式会社　曽谷造園土木 41,666,787    　　　

102 平成30年5月16日 行徳地区街路樹等総合維持管理業務委託 市川市富浜１丁目７番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 33960000 36676800 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 41,904,401    　　　

102 平成30年5月16日 行徳地区街路樹等総合維持管理業務委託 市川市富浜１丁目７番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 33960000 36676800 株式会社　ユアサ園芸 42,030,260    　　　

102 平成30年5月16日 行徳地区街路樹等総合維持管理業務委託 市川市富浜１丁目７番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 33960000 36676800 岡本緑化建設　株式会社 45,523,850    　　　

102 平成30年5月16日 行徳地区街路樹等総合維持管理業務委託 市川市富浜１丁目７番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 33960000 36676800 株式会社　メイショウグループ 45,664,030    　　　

102 平成30年5月16日 行徳地区街路樹等総合維持管理業務委託 市川市富浜１丁目７番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 33960000 36676800 有限会社　ヤマト造園       除外

102 平成30年5月16日 行徳地区街路樹等総合維持管理業務委託 市川市富浜１丁目７番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 33960000 36676800 株式会社　荒井造園土木       除外

102 平成30年5月16日 行徳地区街路樹等総合維持管理業務委託 市川市富浜１丁目７番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 33960000 36676800 株式会社　草壁園       除外

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 株式会社　堀之内造園 23,956,520 23,556,520 落札

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 株式会社　植泰造園 27,064,580 23,750,000 　　　

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 株式会社　青山造園土木 26,612,725 23,850,000 　　　

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 株式会社　曽谷造園土木 27,402,832 23,870,000 　　　

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 有限会社　栗山造園土木 26,807,640 23,900,000 　　　

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 株式会社　ユアサ園芸 26,358,470    辞退

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 エイワ建商　株式会社 26,540,495    辞退

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 株式会社　石芳園 26,773,580    辞退

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 27,247,977    辞退

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 岡本緑化建設　株式会社 28,370,140    辞退

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 株式会社　メイショウグループ 29,965,128    辞退

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 有限会社　ヤマト造園       除外

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 株式会社　荒井造園土木       除外

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 株式会社　草壁園       除外

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 株式会社　サンライズグリーン       除外

103 平成30年5月16日 国分地区公園等総合維持管理業務委託 市川市曽谷４丁目２６番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19177000 20711160 有限会社　柏井緑化土木       除外

104 平成30年5月16日 市川市内小・中学校プール循環濾過装置保守点検業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川小学校　外４５校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　プール施設サービス 1,012,000    落札

104 平成30年5月16日 市川市内小・中学校プール循環濾過装置保守点検業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川小学校　外４５校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       光伸　株式会社関東支店 1,104,000    　　　



104 平成30年5月16日 市川市内小・中学校プール循環濾過装置保守点検業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川小学校　外４５校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　アクアプロダクトアクア事業部 1,518,000    　　　

105 平成30年5月16日 西部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市中国分３丁目１番２８２外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 7593000 8200440 株式会社　草壁園 9,458,525    落札

105 平成30年5月16日 西部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市中国分３丁目１番２８２外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 7593000 8200440 有限会社　栗山造園土木 10,279,200    　　　

105 平成30年5月16日 西部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市中国分３丁目１番２８２外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 7593000 8200440 株式会社　曽谷造園土木 10,305,772    　　　

105 平成30年5月16日 西部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市中国分３丁目１番２８２外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 7593000 8200440 株式会社　石芳園 10,358,020    　　　

105 平成30年5月16日 西部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市中国分３丁目１番２８２外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 7593000 8200440 株式会社　サンライズグリーン 10,470,310    　　　

105 平成30年5月16日 西部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市中国分３丁目１番２８２外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 7593000 8200440 株式会社　堀之内造園 10,498,565    　　　

105 平成30年5月16日 西部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市中国分３丁目１番２８２外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 7593000 8200440 株式会社　ユアサ園芸 10,535,790    　　　

105 平成30年5月16日 西部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市中国分３丁目１番２８２外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 7593000 8200440 エイワ建商　株式会社 10,704,039    　　　

105 平成30年5月16日 西部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市中国分３丁目１番２８２外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 7593000 8200440 岡本緑化建設　株式会社 10,770,060    　　　

105 平成30年5月16日 西部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市中国分３丁目１番２８２外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 7593000 8200440 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 10,783,613    　　　

105 平成30年5月16日 西部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市中国分３丁目１番２８２外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 7593000 8200440 有限会社　柏井緑化土木 10,996,887    　　　

105 平成30年5月16日 西部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市中国分３丁目１番２８２外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 7593000 8200440 株式会社　メイショウグループ 11,634,710    　　　

105 平成30年5月16日 西部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市中国分３丁目１番２８２外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 7593000 8200440 株式会社　荒井造園土木 12,046,220    　　　

105 平成30年5月16日 西部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市中国分３丁目１番２８２外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 7593000 8200440 有限会社　ヤマト造園       除外

106 平成30年5月16日 大柏地区公園等総合維持管理業務委託 市川市宮久保５丁目５番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 14772000 15953760 有限会社　柏井緑化土木 18,735,000    落札

106 平成30年5月16日 大柏地区公園等総合維持管理業務委託 市川市宮久保５丁目５番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 14772000 15953760 有限会社　栗山造園土木 19,090,990    　　　

106 平成30年5月16日 大柏地区公園等総合維持管理業務委託 市川市宮久保５丁目５番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 14772000 15953760 エイワ建商　株式会社 20,020,706    　　　

106 平成30年5月16日 大柏地区公園等総合維持管理業務委託 市川市宮久保５丁目５番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 14772000 15953760 株式会社　ユアサ園芸 20,452,930    　　　

106 平成30年5月16日 大柏地区公園等総合維持管理業務委託 市川市宮久保５丁目５番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 14772000 15953760 岡本緑化建設　株式会社 20,612,940    　　　

106 平成30年5月16日 大柏地区公園等総合維持管理業務委託 市川市宮久保５丁目５番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 14772000 15953760 株式会社　堀之内造園 20,776,800    　　　

106 平成30年5月16日 大柏地区公園等総合維持管理業務委託 市川市宮久保５丁目５番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 14772000 15953760 株式会社　メイショウグループ 20,791,410    　　　

106 平成30年5月16日 大柏地区公園等総合維持管理業務委託 市川市宮久保５丁目５番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 14772000 15953760 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 21,364,621    　　　

106 平成30年5月16日 大柏地区公園等総合維持管理業務委託 市川市宮久保５丁目５番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 14772000 15953760 株式会社　青山造園土木 21,630,780    　　　

106 平成30年5月16日 大柏地区公園等総合維持管理業務委託 市川市宮久保５丁目５番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 14772000 15953760 株式会社　曽谷造園土木 22,344,564    　　　

106 平成30年5月16日 大柏地区公園等総合維持管理業務委託 市川市宮久保５丁目５番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 14772000 15953760 有限会社　ヤマト造園       除外

106 平成30年5月16日 大柏地区公園等総合維持管理業務委託 市川市宮久保５丁目５番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 14772000 15953760 株式会社　荒井造園土木       除外

106 平成30年5月16日 大柏地区公園等総合維持管理業務委託 市川市宮久保５丁目５番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 14772000 15953760 株式会社　草壁園       除外

106 平成30年5月16日 大柏地区公園等総合維持管理業務委託 市川市宮久保５丁目５番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 14772000 15953760 株式会社　サンライズグリーン       除外

107 平成30年5月16日 東部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市南大野２丁目３番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10060000 10864800 有限会社　ヤマト造園 11,343,000    落札

107 平成30年5月16日 東部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市南大野２丁目３番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10060000 10864800 エイワ建商　株式会社 12,007,215    　　　

107 平成30年5月16日 東部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市南大野２丁目３番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10060000 10864800 有限会社　栗山造園土木 12,175,020    　　　

107 平成30年5月16日 東部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市南大野２丁目３番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10060000 10864800 株式会社　堀之内造園 12,402,170    　　　

107 平成30年5月16日 東部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市南大野２丁目３番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10060000 10864800 株式会社　曽谷造園土木 12,402,869    　　　

107 平成30年5月16日 東部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市南大野２丁目３番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10060000 10864800 株式会社　サンライズグリーン 12,475,260    　　　

107 平成30年5月16日 東部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市南大野２丁目３番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10060000 10864800 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 12,486,163    　　　

107 平成30年5月16日 東部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市南大野２丁目３番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10060000 10864800 有限会社　柏井緑化土木 12,507,923    　　　

107 平成30年5月16日 東部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市南大野２丁目３番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10060000 10864800 岡本緑化建設　株式会社 13,086,680    　　　

107 平成30年5月16日 東部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市南大野２丁目３番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10060000 10864800 株式会社　メイショウグループ 13,349,520    　　　

107 平成30年5月16日 東部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市南大野２丁目３番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10060000 10864800 株式会社　ユアサ園芸 13,489,120    　　　

107 平成30年5月16日 東部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市南大野２丁目３番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10060000 10864800 株式会社　草壁園 13,748,270    　　　

107 平成30年5月16日 東部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市南大野２丁目３番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10060000 10864800 株式会社　荒井造園土木 14,151,040    　　　

108 平成30年5月16日 統一的な基準による財務書類作成等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市財政部財政課 財政課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　パブリック・マネジメント・コンサルティング 3,700,000    落札

108 平成30年5月16日 統一的な基準による財務書類作成等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市財政部財政課 財政課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＯＡＧ税理士法人 4,291,000    　　　

108 平成30年5月16日 統一的な基準による財務書類作成等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市財政部財政課 財政課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　港公会計 4,410,000    　　　

109 平成30年5月16日 南部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市大和田５丁目３２０番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 20485000 22123800 株式会社　荒井造園土木 25,601,500    落札

109 平成30年5月16日 南部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市大和田５丁目３２０番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 20485000 22123800 有限会社　柏井緑化土木 25,909,977    　　　

109 平成30年5月16日 南部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市大和田５丁目３２０番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 20485000 22123800 株式会社　サンライズグリーン 26,015,770    　　　

109 平成30年5月16日 南部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市大和田５丁目３２０番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 20485000 22123800 株式会社　ユアサ園芸 26,039,070    　　　

109 平成30年5月16日 南部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市大和田５丁目３２０番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 20485000 22123800 岡本緑化建設　株式会社 26,168,420    　　　

109 平成30年5月16日 南部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市大和田５丁目３２０番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 20485000 22123800 エイワ建商　株式会社 26,511,162    　　　

109 平成30年5月16日 南部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市大和田５丁目３２０番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 20485000 22123800 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 26,551,887    　　　

109 平成30年5月16日 南部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市大和田５丁目３２０番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 20485000 22123800 株式会社　堀之内造園 26,632,097    　　　

109 平成30年5月16日 南部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市大和田５丁目３２０番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 20485000 22123800 有限会社　栗山造園土木 26,633,180    　　　

109 平成30年5月16日 南部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市大和田５丁目３２０番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 20485000 22123800 株式会社　曽谷造園土木 26,762,294    　　　

109 平成30年5月16日 南部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市大和田５丁目３２０番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 20485000 22123800 株式会社　メイショウグループ 26,946,900    　　　

109 平成30年5月16日 南部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市大和田５丁目３２０番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 20485000 22123800 有限会社　ヤマト造園       除外

109 平成30年5月16日 南部街路樹等総合維持管理業務委託 市川市大和田５丁目３２０番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 20485000 22123800 株式会社　草壁園       除外

110 平成30年5月17日 （長期継続契約）ザ タワーズ ウエスト45階外建物総合管理業務委託 市川市市川南1丁目10番1号　ザ タワーズ ウエスト45階外 観光交流推進課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2221000 2398680 株式会社　メイショウグループ 2,350,000    落札

110 平成30年5月17日 （長期継続契約）ザ タワーズ ウエスト45階外建物総合管理業務委託 市川市市川南1丁目10番1号　ザ タワーズ ウエスト45階外 観光交流推進課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2221000 2398680 市川市ビル管理事業協同組合 2,500,000    　　　

110 平成30年5月17日 （長期継続契約）ザ タワーズ ウエスト45階外建物総合管理業務委託 市川市市川南1丁目10番1号　ザ タワーズ ウエスト45階外 観光交流推進課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2221000 2398680 ＯＢＭ　株式会社 2,738,300    　　　

110 平成30年5月17日 （長期継続契約）ザ タワーズ ウエスト45階外建物総合管理業務委託 市川市市川南1丁目10番1号　ザ タワーズ ウエスト45階外 観光交流推進課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2221000 2398680 株式会社　ニューオーダー 2,845,000    　　　

111 平成30年5月17日 江戸川河川敷緑地等総合維持管理業務委託 市川市市川南４丁目６番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 21313000 23018040 株式会社　植泰造園 27,184,728    落札

111 平成30年5月17日 江戸川河川敷緑地等総合維持管理業務委託 市川市市川南４丁目６番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 21313000 23018040 株式会社　ユアサ園芸 28,704,715    　　　

111 平成30年5月17日 江戸川河川敷緑地等総合維持管理業務委託 市川市市川南４丁目６番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 21313000 23018040 株式会社　メイショウグループ 29,091,606    　　　

111 平成30年5月17日 江戸川河川敷緑地等総合維持管理業務委託 市川市市川南４丁目６番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 21313000 23018040 有限会社　栗山造園土木 30,434,942    　　　



111 平成30年5月17日 江戸川河川敷緑地等総合維持管理業務委託 市川市市川南４丁目６番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 21313000 23018040 株式会社　曽谷造園土木 39,538,918    　　　

111 平成30年5月17日 江戸川河川敷緑地等総合維持管理業務委託 市川市市川南４丁目６番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 21313000 23018040 有限会社　柏井緑化土木       除外

111 平成30年5月17日 江戸川河川敷緑地等総合維持管理業務委託 市川市市川南４丁目６番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 21313000 23018040 有限会社　ヤマト造園       除外

111 平成30年5月17日 江戸川河川敷緑地等総合維持管理業務委託 市川市市川南４丁目６番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 21313000 23018040 株式会社　荒井造園土木       除外

111 平成30年5月17日 江戸川河川敷緑地等総合維持管理業務委託 市川市市川南４丁目６番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 21313000 23018040 岡本緑化建設　株式会社       除外

111 平成30年5月17日 江戸川河川敷緑地等総合維持管理業務委託 市川市市川南４丁目６番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 21313000 23018040 株式会社　堀之内造園       除外

111 平成30年5月17日 江戸川河川敷緑地等総合維持管理業務委託 市川市市川南４丁目６番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 21313000 23018040 株式会社　草壁園       除外

111 平成30年5月17日 江戸川河川敷緑地等総合維持管理業務委託 市川市市川南４丁目６番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 21313000 23018040 株式会社　サンライズグリーン       除外

111 平成30年5月17日 江戸川河川敷緑地等総合維持管理業務委託 市川市市川南４丁目６番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 21313000 23018040 エイワ建商　株式会社       除外

111 平成30年5月17日 江戸川河川敷緑地等総合維持管理業務委託 市川市市川南４丁目６番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 21313000 23018040 京葉プラントエンジニアリング　株式会社       除外

112 平成30年5月17日 行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市本塩４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 28922000 31235760 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 37,095,270    落札

112 平成30年5月17日 行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市本塩４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 28922000 31235760 有限会社　栗山造園土木 39,253,730    　　　

112 平成30年5月17日 行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市本塩４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 28922000 31235760 株式会社　ユアサ園芸 41,670,895    　　　

112 平成30年5月17日 行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市本塩４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 28922000 31235760 株式会社　青山造園土木 42,233,880    　　　

112 平成30年5月17日 行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市本塩４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 28922000 31235760 株式会社　曽谷造園土木 43,068,745    　　　

112 平成30年5月17日 行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市本塩４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 28922000 31235760 株式会社　メイショウグループ 43,848,411    　　　

112 平成30年5月17日 行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市本塩４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 28922000 31235760 株式会社　サンライズグリーン       除外

112 平成30年5月17日 行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市本塩４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 28922000 31235760 エイワ建商　株式会社       除外

112 平成30年5月17日 行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市本塩４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 28922000 31235760 有限会社　柏井緑化土木       除外

112 平成30年5月17日 行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市本塩４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 28922000 31235760 有限会社　ヤマト造園       除外

112 平成30年5月17日 行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市本塩４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 28922000 31235760 株式会社　荒井造園土木       除外

112 平成30年5月17日 行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市本塩４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 28922000 31235760 岡本緑化建設　株式会社       除外

112 平成30年5月17日 行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市本塩４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 28922000 31235760 株式会社　堀之内造園       除外

112 平成30年5月17日 行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市本塩４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 28922000 31235760 株式会社　草壁園       除外

113 平成30年5月17日 市川市公民館空調設備保守点検業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館外１２館 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　イデア 3,160,000    落札

113 平成30年5月17日 市川市公民館空調設備保守点検業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館外１２館 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       第一セントラル設備　株式会社 3,800,000    　　　

113 平成30年5月17日 市川市公民館空調設備保守点検業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館外１２館 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　メイショウグループ 4,400,000    　　　

114 平成30年5月17日 市川市地番図修正業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市　財政部　固定資産税課 固定資産税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       公共地研　株式会社千葉支店 850,000    落札

114 平成30年5月17日 市川市地番図修正業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市　財政部　固定資産税課 固定資産税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　丸菱行政地図　千葉営業所 860,000    　　　

114 平成30年5月17日 市川市地番図修正業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市　財政部　固定資産税課 固定資産税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       空間情報サービス　株式会社 1,350,000    　　　

114 平成30年5月17日 市川市地番図修正業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市　財政部　固定資産税課 固定資産税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　カワコン　千葉支店 1,790,000    　　　

115 平成30年5月17日 市川南地区公園等総合維持管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 15859000 17127720 岡本緑化建設　株式会社 19,646,620    落札

115 平成30年5月17日 市川南地区公園等総合維持管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 15859000 17127720 有限会社　栗山造園土木 21,143,870    　　　

115 平成30年5月17日 市川南地区公園等総合維持管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 15859000 17127720 株式会社　青山造園土木 21,402,360    　　　

115 平成30年5月17日 市川南地区公園等総合維持管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 15859000 17127720 株式会社　ユアサ園芸 21,734,660    　　　

115 平成30年5月17日 市川南地区公園等総合維持管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 15859000 17127720 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 22,199,963    　　　

115 平成30年5月17日 市川南地区公園等総合維持管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 15859000 17127720 株式会社　曽谷造園土木 23,033,077    　　　

115 平成30年5月17日 市川南地区公園等総合維持管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 15859000 17127720 株式会社　メイショウグループ 23,143,740    　　　

115 平成30年5月17日 市川南地区公園等総合維持管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 15859000 17127720 株式会社　堀之内造園       除外

115 平成30年5月17日 市川南地区公園等総合維持管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 15859000 17127720 株式会社　草壁園       除外

115 平成30年5月17日 市川南地区公園等総合維持管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 15859000 17127720 株式会社　サンライズグリーン       除外

115 平成30年5月17日 市川南地区公園等総合維持管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 15859000 17127720 エイワ建商　株式会社       除外

115 平成30年5月17日 市川南地区公園等総合維持管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 15859000 17127720 有限会社　柏井緑化土木       除外

115 平成30年5月17日 市川南地区公園等総合維持管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 15859000 17127720 有限会社　ヤマト造園       除外

115 平成30年5月17日 市川南地区公園等総合維持管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 15859000 17127720 株式会社　荒井造園土木       除外

116 平成30年5月17日 菅野終末処理場外２箇所自家用電気工作物保安管理業務委託 市川市東菅野２丁目２３番１号外２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       竹森電設株式会社 1,700,000    落札

117 平成30年5月17日 南行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市相之川４丁目１番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 36118000 39007440 株式会社　青山造園土木 45,737,075    落札

117 平成30年5月17日 南行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市相之川４丁目１番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 36118000 39007440 有限会社　栗山造園土木 48,862,180    　　　

117 平成30年5月17日 南行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市相之川４丁目１番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 36118000 39007440 株式会社　メイショウグループ 49,251,515    　　　

117 平成30年5月17日 南行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市相之川４丁目１番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 36118000 39007440 株式会社　ユアサ園芸 51,257,120    　　　

117 平成30年5月17日 南行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市相之川４丁目１番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 36118000 39007440 株式会社　曽谷造園土木 52,411,333    　　　

117 平成30年5月17日 南行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市相之川４丁目１番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 36118000 39007440 株式会社　草壁園       除外

117 平成30年5月17日 南行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市相之川４丁目１番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 36118000 39007440 株式会社　サンライズグリーン       除外

117 平成30年5月17日 南行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市相之川４丁目１番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 36118000 39007440 エイワ建商　株式会社       除外

117 平成30年5月17日 南行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市相之川４丁目１番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 36118000 39007440 京葉プラントエンジニアリング　株式会社       除外

117 平成30年5月17日 南行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市相之川４丁目１番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 36118000 39007440 有限会社　柏井緑化土木       除外

117 平成30年5月17日 南行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市相之川４丁目１番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 36118000 39007440 有限会社　ヤマト造園       除外

117 平成30年5月17日 南行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市相之川４丁目１番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 36118000 39007440 株式会社　荒井造園土木       除外

117 平成30年5月17日 南行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市相之川４丁目１番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 36118000 39007440 岡本緑化建設　株式会社       除外

117 平成30年5月17日 南行徳地区公園等総合維持管理業務委託 市川市相之川４丁目１番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 36118000 39007440 株式会社　堀之内造園       除外

118 平成30年5月17日 北部地区緑地等総合維持管理業務委託 市川市真間４丁目地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 26219000 28316520 株式会社　石芳園 31,978,870    落札

118 平成30年5月17日 北部地区緑地等総合維持管理業務委託 市川市真間４丁目地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 26219000 28316520 有限会社　栗山造園土木 34,595,160    　　　

118 平成30年5月17日 北部地区緑地等総合維持管理業務委託 市川市真間４丁目地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 26219000 28316520 株式会社　ユアサ園芸 35,038,250    　　　

118 平成30年5月17日 北部地区緑地等総合維持管理業務委託 市川市真間４丁目地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 26219000 28316520 株式会社　曽谷造園土木 35,890,745    　　　

118 平成30年5月17日 北部地区緑地等総合維持管理業務委託 市川市真間４丁目地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 26219000 28316520 株式会社　メイショウグループ 36,579,770    　　　

118 平成30年5月17日 北部地区緑地等総合維持管理業務委託 市川市真間４丁目地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 26219000 28316520 有限会社　ヤマト造園       除外



118 平成30年5月17日 北部地区緑地等総合維持管理業務委託 市川市真間４丁目地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 26219000 28316520 株式会社　荒井造園土木       除外

118 平成30年5月17日 北部地区緑地等総合維持管理業務委託 市川市真間４丁目地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 26219000 28316520 岡本緑化建設　株式会社       除外

118 平成30年5月17日 北部地区緑地等総合維持管理業務委託 市川市真間４丁目地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 26219000 28316520 株式会社　堀之内造園       除外

118 平成30年5月17日 北部地区緑地等総合維持管理業務委託 市川市真間４丁目地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 26219000 28316520 株式会社　草壁園       除外

118 平成30年5月17日 北部地区緑地等総合維持管理業務委託 市川市真間４丁目地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 26219000 28316520 株式会社　サンライズグリーン       除外

118 平成30年5月17日 北部地区緑地等総合維持管理業務委託 市川市真間４丁目地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 26219000 28316520 エイワ建商　株式会社       除外

118 平成30年5月17日 北部地区緑地等総合維持管理業務委託 市川市真間４丁目地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 26219000 28316520 京葉プラントエンジニアリング　株式会社       除外

118 平成30年5月17日 北部地区緑地等総合維持管理業務委託 市川市真間４丁目地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 26219000 28316520 有限会社　柏井緑化土木       除外

119 平成30年5月17日 里見公園外樹木等維持管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12894000 13925520 株式会社　曽谷造園土木 16,466,440    落札

119 平成30年5月17日 里見公園外樹木等維持管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12894000 13925520 有限会社　栗山造園土木 17,057,320    　　　

119 平成30年5月17日 里見公園外樹木等維持管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12894000 13925520 株式会社　メイショウグループ 18,141,067    　　　

119 平成30年5月17日 里見公園外樹木等維持管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12894000 13925520 株式会社　ユアサ園芸 18,733,860    　　　

119 平成30年5月17日 里見公園外樹木等維持管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12894000 13925520 有限会社　ヤマト造園       除外

119 平成30年5月17日 里見公園外樹木等維持管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12894000 13925520 株式会社　荒井造園土木       除外

119 平成30年5月17日 里見公園外樹木等維持管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12894000 13925520 岡本緑化建設　株式会社       除外

119 平成30年5月17日 里見公園外樹木等維持管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12894000 13925520 株式会社　堀之内造園       除外

119 平成30年5月17日 里見公園外樹木等維持管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12894000 13925520 株式会社　草壁園       除外

119 平成30年5月17日 里見公園外樹木等維持管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12894000 13925520 株式会社　サンライズグリーン       除外

119 平成30年5月17日 里見公園外樹木等維持管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12894000 13925520 株式会社　植泰造園       除外

119 平成30年5月17日 里見公園外樹木等維持管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12894000 13925520 エイワ建商　株式会社       除外

119 平成30年5月17日 里見公園外樹木等維持管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12894000 13925520 京葉プラントエンジニアリング　株式会社       除外

119 平成30年5月17日 里見公園外樹木等維持管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12894000 13925520 有限会社　柏井緑化土木       除外

120 平成30年5月18日 （長期継続契約）里見公園外管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1442777 1558200 株式会社　曽谷造園土木 1,907,700 1,600,000 落札

120 平成30年5月18日 （長期継続契約）里見公園外管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1442777 1558200 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 2,084,545 1,800,000 　　　

120 平成30年5月18日 （長期継続契約）里見公園外管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1442777 1558200 有限会社　栗山造園土木 2,122,544 1,820,000 　　　

120 平成30年5月18日 （長期継続契約）里見公園外管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1442777 1558200 株式会社　ユアサ園芸 2,028,800 1,850,000 　　　

120 平成30年5月18日 （長期継続契約）里見公園外管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1442777 1558200 株式会社　草壁園 2,159,111 1,858,000 　　　

120 平成30年5月18日 （長期継続契約）里見公園外管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1442777 1558200 株式会社　サンライズグリーン 2,171,111 1,890,000 　　　

120 平成30年5月18日 （長期継続契約）里見公園外管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1442777 1558200 有限会社　柏井緑化土木 2,050,000    辞退

120 平成30年5月18日 （長期継続契約）里見公園外管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1442777 1558200 株式会社　荒井造園土木       辞退

120 平成30年5月18日 （長期継続契約）里見公園外管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1442777 1558200 エイワ建商　株式会社       辞退

120 平成30年5月18日 （長期継続契約）里見公園外管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1442777 1558200 株式会社　植泰造園       辞退

120 平成30年5月18日 （長期継続契約）里見公園外管理業務委託 市川市国府台３丁目９番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1442777 1558200 岡本緑化建設　株式会社       辞退

121 平成30年5月18日 「ボランティア・ＮＰＯ活動センター行徳」業務委託 市川市末広１丁目１番３１号　行徳支所２階　ボランティア・ＮＰＯ活動センター行徳 ボランティア・ＮＰＯ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       特定非営利活動法人　市川市ボランティア協会 1,888,830    落札

122 平成30年5月18日 トイレ清掃等業務委託 市川市国府台１丁目６番 外１０５箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13892000 15003360 株式会社　ほくしん 14,047,660    落札

122 平成30年5月18日 トイレ清掃等業務委託 市川市国府台１丁目６番 外１０５箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13892000 15003360 市川市ビル管理事業協同組合 14,397,470    　　　

122 平成30年5月18日 トイレ清掃等業務委託 市川市国府台１丁目６番 外１０５箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13892000 15003360 第一優美　有限会社 14,455,600    　　　

122 平成30年5月18日 トイレ清掃等業務委託 市川市国府台１丁目６番 外１０５箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13892000 15003360 エイワ建商　株式会社 14,497,417    　　　

122 平成30年5月18日 トイレ清掃等業務委託 市川市国府台１丁目６番 外１０５箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13892000 15003360 株式会社　ニューオーダー 14,506,400    　　　

122 平成30年5月18日 トイレ清掃等業務委託 市川市国府台１丁目６番 外１０５箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13892000 15003360 ＯＢＭ　株式会社 15,624,218    　　　

122 平成30年5月18日 トイレ清掃等業務委託 市川市国府台１丁目６番 外１０５箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13892000 15003360 株式会社　曽谷造園土木 16,534,020    　　　

122 平成30年5月18日 トイレ清掃等業務委託 市川市国府台１丁目６番 外１０５箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13892000 15003360 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 17,447,100    　　　

122 平成30年5月18日 トイレ清掃等業務委託 市川市国府台１丁目６番 外１０５箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13892000 15003360 株式会社　メイショウグループ 23,244,100    　　　

123 平成30年5月18日 公園等砂場管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番 外２３９箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 6277000 6779160 株式会社　曽谷造園土木 6,308,640    落札

123 平成30年5月18日 公園等砂場管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番 外２３９箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 6277000 6779160 安明興業合同会社 6,383,500    　　　

123 平成30年5月18日 公園等砂場管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番 外２３９箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 6277000 6779160 第一優美　有限会社 6,438,640    　　　

123 平成30年5月18日 公園等砂場管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番 外２３９箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 6277000 6779160 株式会社　メイショウグループ 5,355,060    失格

123 平成30年5月18日 公園等砂場管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番 外２３９箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 6277000 6779160 エイワ建商　株式会社 6,158,602    失格

123 平成30年5月18日 公園等砂場管理業務委託 市川市市川南３丁目１４番 外２３９箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 6277000 6779160 株式会社　堀之内造園       辞退

124 平成30年5月18日 行徳地区公園プール監視等業務委託 市川市湊新田２丁目４番（駅前公園）外５箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 9487000 10245960 株式会社　山研ビルサービス 10,800,000    落札

124 平成30年5月18日 行徳地区公園プール監視等業務委託 市川市湊新田２丁目４番（駅前公園）外５箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 9487000 10245960 株式会社　ビルテック 11,161,000    　　　

124 平成30年5月18日 行徳地区公園プール監視等業務委託 市川市湊新田２丁目４番（駅前公園）外５箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 9487000 10245960 株式会社　メイショウグループ 14,550,000    　　　

125 平成30年5月18日 国分川調節池（自然ふれあい広場）草刈業務委託 市川市東国分３丁目１４９１番２ 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3626000 3916080 株式会社　メイショウグループ 5,000,000    落札

125 平成30年5月18日 国分川調節池（自然ふれあい広場）草刈業務委託 市川市東国分３丁目１４９１番２ 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3626000 3916080 有限会社　柏井緑化土木 5,965,000    　　　

125 平成30年5月18日 国分川調節池（自然ふれあい広場）草刈業務委託 市川市東国分３丁目１４９１番２ 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3626000 3916080 株式会社　ユアサ園芸 6,020,000    　　　

125 平成30年5月18日 国分川調節池（自然ふれあい広場）草刈業務委託 市川市東国分３丁目１４９１番２ 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3626000 3916080 株式会社　サンライズグリーン 6,120,000    　　　

125 平成30年5月18日 国分川調節池（自然ふれあい広場）草刈業務委託 市川市東国分３丁目１４９１番２ 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3626000 3916080 株式会社　植泰造園 6,130,000    　　　

125 平成30年5月18日 国分川調節池（自然ふれあい広場）草刈業務委託 市川市東国分３丁目１４９１番２ 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3626000 3916080 株式会社　曽谷造園土木 6,160,000    　　　

125 平成30年5月18日 国分川調節池（自然ふれあい広場）草刈業務委託 市川市東国分３丁目１４９１番２ 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3626000 3916080 株式会社　草壁園 6,220,000    　　　

125 平成30年5月18日 国分川調節池（自然ふれあい広場）草刈業務委託 市川市東国分３丁目１４９１番２ 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3626000 3916080 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 6,367,000    　　　

125 平成30年5月18日 国分川調節池（自然ふれあい広場）草刈業務委託 市川市東国分３丁目１４９１番２ 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3626000 3916080 株式会社　石芳園 6,740,000    　　　

125 平成30年5月18日 国分川調節池（自然ふれあい広場）草刈業務委託 市川市東国分３丁目１４９１番２ 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3626000 3916080 株式会社　堀之内造園 7,170,000    　　　

125 平成30年5月18日 国分川調節池（自然ふれあい広場）草刈業務委託 市川市東国分３丁目１４９１番２ 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3626000 3916080 有限会社　栗山造園土木 8,620,000    　　　

125 平成30年5月18日 国分川調節池（自然ふれあい広場）草刈業務委託 市川市東国分３丁目１４９１番２ 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3626000 3916080 株式会社　荒井造園土木       辞退

125 平成30年5月18日 国分川調節池（自然ふれあい広場）草刈業務委託 市川市東国分３丁目１４９１番２ 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3626000 3916080 エイワ建商　株式会社       辞退

125 平成30年5月18日 国分川調節池（自然ふれあい広場）草刈業務委託 市川市東国分３丁目１４９１番２ 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3626000 3916080 有限会社　ヤマト造園       辞退



126 平成30年5月18日 市川市業務継続計画（震災編）修正業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市危機管理室危機管理課 危機管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       中央開発　株式会社関東支店　千葉営業所 3,150,000    落札

126 平成30年5月18日 市川市業務継続計画（震災編）修正業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市危機管理室危機管理課 危機管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　アスコ大東　千葉支店 3,490,000    　　　

126 平成30年5月18日 市川市業務継続計画（震災編）修正業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市危機管理室危機管理課 危機管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       応用地質株式会社　千葉営業所 3,970,000    　　　

126 平成30年5月18日 市川市業務継続計画（震災編）修正業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市危機管理室危機管理課 危機管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　総合環境計画　千葉事務所 4,000,000    　　　

126 平成30年5月18日 市川市業務継続計画（震災編）修正業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市危機管理室危機管理課 危機管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　新日本コンサルタント　千葉営業所       辞退

127 平成30年5月18日 市川市柏井公民館屋上防水修繕 市川市柏井町２丁目８４４番地 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　山中工務店 2,600,000    落札

127 平成30年5月18日 市川市柏井公民館屋上防水修繕 市川市柏井町２丁目８４４番地 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       昭和塗装　株式会社 2,800,000    　　　

127 平成30年5月18日 市川市柏井公民館屋上防水修繕 市川市柏井町２丁目８４４番地 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　中川塗装工業 2,880,000    　　　

127 平成30年5月18日 市川市柏井公民館屋上防水修繕 市川市柏井町２丁目８４４番地 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　菅原塗装店 3,500,000    　　　

128 平成30年5月18日 消防職員当直用寝具（布団）乾燥等業務 市川市八幡１丁目８番１号　市川市消防局東消防署　外１０箇所 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　レンティ 360    落札

128 平成30年5月18日 消防職員当直用寝具（布団）乾燥等業務 市川市八幡１丁目８番１号　市川市消防局東消防署　外１０箇所 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　マルイチ 380    　　　

129 平成30年5月18日 生活保護電子レセプト(診療報酬明細書）点検等業務委託 市川市南八幡１丁目１７番１５号　南八幡仮設庁舎　市川市　福祉部　生活支援課 生活支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　エヌ・ティ・ティ・データ 786,123    落札

129 平成30年5月18日 生活保護電子レセプト(診療報酬明細書）点検等業務委託 市川市南八幡１丁目１７番１５号　南八幡仮設庁舎　市川市　福祉部　生活支援課 生活支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　オークス 798,360    　　　

129 平成30年5月18日 生活保護電子レセプト(診療報酬明細書）点検等業務委託 市川市南八幡１丁目１７番１５号　南八幡仮設庁舎　市川市　福祉部　生活支援課 生活支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　ＳＹオフィス 870,940    　　　

129 平成30年5月18日 生活保護電子レセプト(診療報酬明細書）点検等業務委託 市川市南八幡１丁目１７番１５号　南八幡仮設庁舎　市川市　福祉部　生活支援課 生活支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　日本サポートサービス 1,146,883    　　　

129 平成30年5月18日 生活保護電子レセプト(診療報酬明細書）点検等業務委託 市川市南八幡１丁目１７番１５号　南八幡仮設庁舎　市川市　福祉部　生活支援課 生活支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　日本メディカ       辞退

130 平成30年5月18日 北市川運動公園クラブハウス等清掃業務委託 市川市柏井町４丁目２７７番１ スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2385000 2575800 株式会社　メイショウグループ 2,416,000    落札

130 平成30年5月18日 北市川運動公園クラブハウス等清掃業務委託 市川市柏井町４丁目２７７番１ スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2385000 2575800 株式会社　ルーツ 2,515,000    　　　

130 平成30年5月18日 北市川運動公園クラブハウス等清掃業務委託 市川市柏井町４丁目２７７番１ スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2385000 2575800 株式会社　イデア 2,564,000    　　　

130 平成30年5月18日 北市川運動公園クラブハウス等清掃業務委託 市川市柏井町４丁目２７７番１ スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2385000 2575800 ＯＢＭ　株式会社 2,746,250    　　　

130 平成30年5月18日 北市川運動公園クラブハウス等清掃業務委託 市川市柏井町４丁目２７７番１ スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2385000 2575800 市川市ビル管理事業協同組合 2,863,600    　　　

130 平成30年5月18日 北市川運動公園クラブハウス等清掃業務委託 市川市柏井町４丁目２７７番１ スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2385000 2575800 株式会社　ほくしん 2,970,100    　　　

130 平成30年5月18日 北市川運動公園クラブハウス等清掃業務委託 市川市柏井町４丁目２７７番１ スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2385000 2575800 株式会社　山研ビルサービス 3,050,000    　　　

130 平成30年5月18日 北市川運動公園クラブハウス等清掃業務委託 市川市柏井町４丁目２７７番１ スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2385000 2575800 株式会社　ワテックシステムズ 3,310,000    　　　

130 平成30年5月18日 北市川運動公園クラブハウス等清掃業務委託 市川市柏井町４丁目２７７番１ スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2385000 2575800 株式会社　ニューオーダー 3,521,000    　　　

131 平成30年5月18日 本庁地区公園・児童遊園地塵芥等収集運搬業務委託 市川市国府台３丁目９番　外１３６箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 11548000 12471840 株式会社　曽谷造園土木 14,660,000    落札

131 平成30年5月18日 本庁地区公園・児童遊園地塵芥等収集運搬業務委託 市川市国府台３丁目９番　外１３６箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 11548000 12471840 第一優美　有限会社 15,440,000    　　　

132 平成30年5月18日 本庁地区公園ミニプール監視等業務委託 市川市曽谷３丁目３８番　百合台公園　外１３箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 6988000 7547040 株式会社　山研ビルサービス 7,600,000    落札

132 平成30年5月18日 本庁地区公園ミニプール監視等業務委託 市川市曽谷３丁目３８番　百合台公園　外１３箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 6988000 7547040 株式会社　ビルテック 8,800,000    　　　

132 平成30年5月18日 本庁地区公園ミニプール監視等業務委託 市川市曽谷３丁目３８番　百合台公園　外１３箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 6988000 7547040 京浜企業　株式会社 12,500,000    　　　

132 平成30年5月18日 本庁地区公園ミニプール監視等業務委託 市川市曽谷３丁目３８番　百合台公園　外１３箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 6988000 7547040 株式会社　メイショウグループ 14,000,000    　　　

133 平成30年5月18日 遊器具等点検業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 9252000 9992160 日都産業　株式会社 10,877,100    落札

133 平成30年5月18日 遊器具等点検業務委託 市川市市川南３丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 9252000 9992160 株式会社　コトブキ千葉営業所 11,850,400    　　　

134 平成30年5月21日 （長期継続契約）給食用小荷物専用昇降機定期点検及び保守業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外５７校（園） 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       ジャパンエレベーターサービス城南　株式会社 6,990    落札

134 平成30年5月21日 （長期継続契約）給食用小荷物専用昇降機定期点検及び保守業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外５７校（園） 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       ジャパンエレベーターサービス城南　株式会社 6,990    落札

134 平成30年5月21日 （長期継続契約）給食用小荷物専用昇降機定期点検及び保守業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外５７校（園） 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       ビソー工業　株式会社 10,000    　　　

134 平成30年5月21日 （長期継続契約）給食用小荷物専用昇降機定期点検及び保守業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外５７校（園） 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       ビソー工業　株式会社 10,000    　　　

135 平成30年5月21日 （長期継続契約）旅券用収入印紙・千葉県証紙販売機賃貸借 市川市市川南1丁目1番1号　ザ　タワーズイースト3階 市川駅行政サービスセンター一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＮＥＣキャピタルソリューション　株式会社　 66,700    落札

136 平成30年5月21日 市川市行徳支所市税等公金運搬警備業務委託 市川市末広１丁目１番３１号　市川市役所行徳支所 支所総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1466000 1583280 綜合警備保障　株式会社船橋支社 1,470,000    落札

137 平成30年5月21日 市川市行徳支所立体駐車場機械設備保守点検業務委託 市川市末広１丁目１番９ 支所総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　大進功業 964,800    落札

138 平成30年5月21日 市川市中小企業融資管理システム構築業務委託 市川市八幡3丁目3番2-408号　グランドターミナルタワー本八幡4階　市川市　経済部　商工振興課 商工振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　オプティマ 3,676,000    落札

138 平成30年5月21日 市川市中小企業融資管理システム構築業務委託 市川市八幡3丁目3番2-408号　グランドターミナルタワー本八幡4階　市川市　経済部　商工振興課 商工振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　アイネス首都圏営業部 5,800,000    　　　

139 平成30年5月22日 市川市営住宅エレベータ定期点検及び保守業務委託　その２ 市川市相之川１丁目２３番　市川市営住宅相之川第三団地Ｃ棟 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ビソー工業　株式会社 400,000    落札（くじ）

139 平成30年5月22日 市川市営住宅エレベータ定期点検及び保守業務委託　その２ 市川市相之川１丁目２３番　市川市営住宅相之川第三団地Ｃ棟 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エレベーターコミュニケーションズ　株式会社 400,000    　　　

139 平成30年5月22日 市川市営住宅エレベータ定期点検及び保守業務委託　その２ 市川市相之川１丁目２３番　市川市営住宅相之川第三団地Ｃ棟 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ジャパンエレベーターサービス城南　株式会社       辞退

140 平成30年5月22日 市川市営住宅エレベータ定期点検及び保守業務委託　その５－Ｂ 市川市相之川１丁目７番　市川市営住宅相之川第二団地Ｂ棟　外１棟 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ビソー工業　株式会社 1,280,000    落札

140 平成30年5月22日 市川市営住宅エレベータ定期点検及び保守業務委託　その５－Ｂ 市川市相之川１丁目７番　市川市営住宅相之川第二団地Ｂ棟　外１棟 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エレベーターコミュニケーションズ　株式会社 1,600,000    　　　

140 平成30年5月22日 市川市営住宅エレベータ定期点検及び保守業務委託　その５－Ｂ 市川市相之川１丁目７番　市川市営住宅相之川第二団地Ｂ棟　外１棟 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ジャパンエレベーターサービス城南　株式会社       辞退

141 平成30年5月22日 市川市営住宅管理補助業務委託 市川市大町９５番地　大町第一団地外２１団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　東急コミュニティー　東関東支店 3,500,000    落札

142 平成30年5月22日 市川市公民館プール監視等業務委託 市川市本行徳１２番８号　本行徳公民館プール　外２館 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　山研ビルサービス 4,390,000    落札

142 平成30年5月22日 市川市公民館プール監視等業務委託 市川市本行徳１２番８号　本行徳公民館プール　外２館 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ビルテック 5,392,200    　　　

142 平成30年5月22日 市川市公民館プール監視等業務委託 市川市本行徳１２番８号　本行徳公民館プール　外２館 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　日本環境ビルテック　千葉本社 6,560,000    　　　

142 平成30年5月22日 市川市公民館プール監視等業務委託 市川市本行徳１２番８号　本行徳公民館プール　外２館 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       京浜企業　株式会社 6,850,000    　　　

143 平成30年5月23日 (長期継続契約)公立保育園小荷物専用昇降機定期点検及び保守業務委託 市川市平田1丁目20番16号 外10園 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ビソー工業　株式会社 52,943    落札

143 平成30年5月23日 (長期継続契約)公立保育園小荷物専用昇降機定期点検及び保守業務委託 市川市平田1丁目20番16号 外10園 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ジャパンエレベーターサービス城南　株式会社       辞退

144 平成30年5月23日 （長期継続契約）市川市行徳支所防犯カメラシステム賃貸借 市川市末広１丁目１番３１号　市川市役所行徳支所 支所総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       三菱電機クレジット　株式会社 19,100    落札

144 平成30年5月23日 （長期継続契約）市川市行徳支所防犯カメラシステム賃貸借 市川市末広１丁目１番３１号　市川市役所行徳支所 支所総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       神田通信機　株式会社千葉支店 23,600    　　　

144 平成30年5月23日 （長期継続契約）市川市行徳支所防犯カメラシステム賃貸借 市川市末広１丁目１番３１号　市川市役所行徳支所 支所総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       和泉通信工業　株式会社 40,000    　　　

144 平成30年5月23日 （長期継続契約）市川市行徳支所防犯カメラシステム賃貸借 市川市末広１丁目１番３１号　市川市役所行徳支所 支所総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　　オーシマ 62,500    　　　

144 平成30年5月23日 （長期継続契約）市川市行徳支所防犯カメラシステム賃貸借 市川市末広１丁目１番３１号　市川市役所行徳支所 支所総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　綜合電設       辞退

145 平成30年5月23日 ホームレスに関わる巡回指導及び自立支援相談等業務委託 市川市南八幡１丁目１７番１５号　市川市福祉部生活支援課　外 生活支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       特定非営利活動法人　エス・エス・エス　千葉支部 9,090,000    落札

145 平成30年5月23日 ホームレスに関わる巡回指導及び自立支援相談等業務委託 市川市南八幡１丁目１７番１５号　市川市福祉部生活支援課　外 生活支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       中高年事業団やまて企業組合 18,168,000    　　　

146 平成30年5月23日 市川市クリーンセンター電話交換機修繕 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       八重洲電気　株式会社 1,850,000 1,750,000 落札

147 平成30年5月23日 市川市公民館館庭管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館　外１２箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 6684000 7218720 岡本緑化建設　株式会社 6,690,040    落札

147 平成30年5月23日 市川市公民館館庭管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館　外１２箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 6684000 7218720 株式会社　サンライズグリーン 6,695,000    　　　

147 平成30年5月23日 市川市公民館館庭管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館　外１２箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 6684000 7218720 株式会社　荒井造園土木 6,700,360    　　　



147 平成30年5月23日 市川市公民館館庭管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館　外１２箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 6684000 7218720 株式会社　植泰造園 6,833,860    　　　

147 平成30年5月23日 市川市公民館館庭管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館　外１２箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 6684000 7218720 有限会社　栗山造園土木 6,848,110    　　　

147 平成30年5月23日 市川市公民館館庭管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館　外１２箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 6684000 7218720 株式会社　草壁園 7,012,487    　　　

147 平成30年5月23日 市川市公民館館庭管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館　外１２箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 6684000 7218720 エイワ建商　株式会社 7,024,864    　　　

147 平成30年5月23日 市川市公民館館庭管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館　外１２箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 6684000 7218720 株式会社　曽谷造園土木 7,264,699    　　　

147 平成30年5月23日 市川市公民館館庭管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館　外１２箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 6684000 7218720 有限会社　ヤマト造園 7,320,205    　　　

147 平成30年5月23日 市川市公民館館庭管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館　外１２箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 6684000 7218720 株式会社　堀之内造園 7,424,972    　　　

147 平成30年5月23日 市川市公民館館庭管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館　外１２箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 6684000 7218720 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 7,498,369    　　　

147 平成30年5月23日 市川市公民館館庭管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館　外１２箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 6684000 7218720 株式会社　メイショウグループ 7,739,573    　　　

147 平成30年5月23日 市川市公民館館庭管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館　外１２箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 6684000 7218720 株式会社　青山造園土木 8,053,180    　　　

147 平成30年5月23日 市川市公民館館庭管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市中央公民館　外１２箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価 6684000 7218720 株式会社　ユアサ園芸 6,490,190    失格

148 平成30年5月23日 市川市公民館自動ドア保守点検業務委託 市川市市川２丁目３３番２号　外１１館 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ナブコシステム　株式会社柏営業所 525,000    落札

148 平成30年5月23日 市川市公民館自動ドア保守点検業務委託 市川市市川２丁目３３番２号　外１１館 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ビソー工業株式会社　船橋支店 606,830    　　　

149 平成30年5月23日 市川市立平田保育園外10保育園午睡用寝具賃貸借 市川市平田1丁目20番16号外10箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　レンティ 4,279,965    落札

149 平成30年5月23日 市川市立平田保育園外10保育園午睡用寝具賃貸借 市川市平田1丁目20番16号外10箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       綾瀨綿業　株式会社 4,565,296    　　　

149 平成30年5月23日 市川市立平田保育園外10保育園午睡用寝具賃貸借 市川市平田1丁目20番16号外10箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　伊賀屋千葉営業所 5,093,334    　　　

150 平成30年5月23日 市川市立北方保育園外9保育園午睡用寝具賃貸借 市川市北方1丁目12番1号外10箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       綾瀨綿業　株式会社 3,678,690    落札

150 平成30年5月23日 市川市立北方保育園外9保育園午睡用寝具賃貸借 市川市北方1丁目12番1号外10箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　伊賀屋千葉営業所 4,169,182    　　　

150 平成30年5月23日 市川市立北方保育園外9保育園午睡用寝具賃貸借 市川市北方1丁目12番1号外10箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　レンティ       辞退

151 平成30年5月23日 自家用電気工作物保安管理業務委託（その２） 市川市高谷２０１５番地　原木第一排水機場　外１９箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       竹森電設　株式会社 3,494,500    落札

152 平成30年5月24日 （長期継続契約）市川市八幡市民会館自家用電気工作物保安管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　千葉施設管理センター 22,000    落札

152 平成30年5月24日 （長期継続契約）市川市八幡市民会館自家用電気工作物保安管理業務委託 市川市八幡４丁目２番１号 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       竹森電設　株式会社 23,200    　　　

153 平成30年5月24日 （長期継続契約）八幡第４駐輪場入退場管理装置賃貸借 市川市南八幡5丁目586番（八幡第４駐輪場） 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＪＡ三井リース　株式会社千葉支店 79,800    落札

154 平成30年5月24日 子育て応援サイト「いちかわっこＷＥＢ」コンテンツ企画及び作成業務委託 市川市八幡3丁目4番1号アクス本八幡2階　市川市こども政策部子育て支援課 子育て支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       特定非営利活動法人　いちかわ子育てネットワーク 578,000 570,000 落札

155 平成30年5月24日 市川市八幡市民会館ホール等運営業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市八幡市民会館 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　キルト 8,990,000    落札

155 平成30年5月24日 市川市八幡市民会館ホール等運営業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市八幡市民会館 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　東京舞台照明 28,200,000    　　　

156 平成30年5月24日 市川市立妙典小学校空調設備保守管理業務委託 市川市妙典2丁目14番2号 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       第一セントラル設備　株式会社 3,460,000    落札

156 平成30年5月24日 市川市立妙典小学校空調設備保守管理業務委託 市川市妙典2丁目14番2号 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＯＢＭ　株式会社 4,398,000    　　　

156 平成30年5月24日 市川市立妙典小学校空調設備保守管理業務委託 市川市妙典2丁目14番2号 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　メイショウグループ 4,500,000    　　　

157 平成30年5月24日 平成30年度健康診査受診券等通知物作成業務委託（７、１１月発送） 市川市南八幡4丁目18番8号市川市保健部保健センター疾病予防課 市川市保健部保健センター一般競争　地方自治法第234条第1項 総価+単価       小林クリエイト株式会社千葉営業部 4,840,000    落札

157 平成30年5月24日 平成30年度健康診査受診券等通知物作成業務委託（７、１１月発送） 市川市南八幡4丁目18番8号市川市保健部保健センター疾病予防課 市川市保健部保健センター一般競争　地方自治法第234条第1項 総価+単価       株式会社太陽堂印刷所 7,576,900       

158 平成30年5月25日 （長期継続契約）市川市緊急通報システム用機器等賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市役所仮本庁舎　外３カ所 介護福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       東日本電信電話　株式会社 100,700    落札

159 平成30年5月25日 （長期継続契約）市川市緊急通報システム用機器等保守 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市役所仮本庁舎　外３カ所 介護福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       東日本電信電話　株式会社 83,500    落札

160 平成30年5月25日 ペデストリアンデッキ等清掃業務委託 千葉県市川市市川１丁目１番 道路安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2164000 2337120 株式会社　ワテックシステムズ 2,185,000    落札

160 平成30年5月25日 ペデストリアンデッキ等清掃業務委託 千葉県市川市市川１丁目１番 道路安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2164000 2337120 株式会社　ＬＥＡＤ 2,197,900    　　　

160 平成30年5月25日 ペデストリアンデッキ等清掃業務委託 千葉県市川市市川１丁目１番 道路安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2164000 2337120 ＯＢＭ　株式会社 2,215,160    　　　

160 平成30年5月25日 ペデストリアンデッキ等清掃業務委託 千葉県市川市市川１丁目１番 道路安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2164000 2337120 株式会社　ニューオーダー 2,228,000    　　　

160 平成30年5月25日 ペデストリアンデッキ等清掃業務委託 千葉県市川市市川１丁目１番 道路安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2164000 2337120 株式会社　イデア 2,268,800    　　　

160 平成30年5月25日 ペデストリアンデッキ等清掃業務委託 千葉県市川市市川１丁目１番 道路安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2164000 2337120 株式会社　メイショウグループ 2,022,660    失格

160 平成30年5月25日 ペデストリアンデッキ等清掃業務委託 千葉県市川市市川１丁目１番 道路安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2164000 2337120 第一優美　有限会社 2,083,000    失格

160 平成30年5月25日 ペデストリアンデッキ等清掃業務委託 千葉県市川市市川１丁目１番 道路安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2164000 2337120 株式会社　ほくしん 2,100,000    失格

160 平成30年5月25日 ペデストリアンデッキ等清掃業務委託 千葉県市川市市川１丁目１番 道路安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2164000 2337120 市川市ビル管理事業協同組合 2,155,000    失格

161 平成30年5月25日 運動広場等草刈業務委託 市川市本行徳１２６６番　妙典少年野球場外９箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3668000 3961440 株式会社　ユアサ園芸 3,712,080    落札

161 平成30年5月25日 運動広場等草刈業務委託 市川市本行徳１２６６番　妙典少年野球場外９箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3668000 3961440 株式会社　サンライズグリーン 3,789,415    　　　

161 平成30年5月25日 運動広場等草刈業務委託 市川市本行徳１２６６番　妙典少年野球場外９箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3668000 3961440 株式会社　草壁園 3,866,750    　　　

161 平成30年5月25日 運動広場等草刈業務委託 市川市本行徳１２６６番　妙典少年野球場外９箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3668000 3961440 株式会社　堀之内造園 3,866,750    　　　

161 平成30年5月25日 運動広場等草刈業務委託 市川市本行徳１２６６番　妙典少年野球場外９箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3668000 3961440 株式会社　曽谷造園土木 4,253,425    　　　

161 平成30年5月25日 運動広場等草刈業務委託 市川市本行徳１２６６番　妙典少年野球場外９箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3668000 3961440 株式会社　植泰造園 5,026,775    　　　

161 平成30年5月25日 運動広場等草刈業務委託 市川市本行徳１２６６番　妙典少年野球場外９箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3668000 3961440 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 5,026,775    　　　

161 平成30年5月25日 運動広場等草刈業務委託 市川市本行徳１２６６番　妙典少年野球場外９箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3668000 3961440 株式会社　メイショウグループ 5,800,125    　　　

161 平成30年5月25日 運動広場等草刈業務委託 市川市本行徳１２６６番　妙典少年野球場外９箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3668000 3961440 エイワ建商　株式会社 3,248,070    失格

161 平成30年5月25日 運動広場等草刈業務委託 市川市本行徳１２６６番　妙典少年野球場外９箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3668000 3961440 岡本緑化建設　株式会社 3,402,740    失格

162 平成30年5月25日 運動広場等便所清掃業務委託 市川市下妙典933番3　妙典運動(少年)広場　外９箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エイワ建商　株式会社 470,125    落札

162 平成30年5月25日 運動広場等便所清掃業務委託 市川市下妙典933番3　妙典運動(少年)広場　外９箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　メイショウグループ 507,650    　　　

162 平成30年5月25日 運動広場等便所清掃業務委託 市川市下妙典933番3　妙典運動(少年)広場　外９箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ほくしん 582,360    　　　

162 平成30年5月25日 運動広場等便所清掃業務委託 市川市下妙典933番3　妙典運動(少年)広場　外９箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＯＢＭ　株式会社 1,114,400    　　　

162 平成30年5月25日 運動広場等便所清掃業務委託 市川市下妙典933番3　妙典運動(少年)広場　外９箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ニューオーダー 1,142,400    　　　

163 平成30年5月25日 汚泥処理業務委託 市川市塩浜２丁目２７番 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       有限会社　平澤興業 8,500    落札

163 平成30年5月25日 汚泥処理業務委託 市川市塩浜２丁目２７番 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　サンコートーア 11,500    　　　

163 平成30年5月25日 汚泥処理業務委託 市川市塩浜２丁目２７番 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　石原起業       辞退

164 平成30年5月25日 旧八幡市民談話室文字看板撤去修繕 市川市八幡２丁目４番８号 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       久保塗装　株式会社 900,000    落札

164 平成30年5月25日 旧八幡市民談話室文字看板撤去修繕 市川市八幡２丁目４番８号 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エイワ建商　株式会社 1,010,000    　　　

165 平成30年5月25日 市川市公民館文書等集配業務委託 市川市南八幡１丁目１７番１５号　市川市教育委員会生涯学習部社会教育課　外１６箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　ウィズ 15,000    落札

165 平成30年5月25日 市川市公民館文書等集配業務委託 市川市南八幡１丁目１７番１５号　市川市教育委員会生涯学習部社会教育課　外１６箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       グローバルトランスポート　株式会社 28,000    　　　

166 平成30年5月25日 市川市市民プール樹木等管理業務委託 市川市北方町4丁目2270番地3 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1064000 1149120 株式会社　ユアサ園芸 1,089,550    落札

166 平成30年5月25日 市川市市民プール樹木等管理業務委託 市川市北方町4丁目2270番地3 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1064000 1149120 株式会社　草壁園 1,200,540    　　　



166 平成30年5月25日 市川市市民プール樹木等管理業務委託 市川市北方町4丁目2270番地3 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1064000 1149120 エイワ建商　株式会社 1,220,000    　　　

166 平成30年5月25日 市川市市民プール樹木等管理業務委託 市川市北方町4丁目2270番地3 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1064000 1149120 株式会社　堀之内造園 1,664,000    　　　

166 平成30年5月25日 市川市市民プール樹木等管理業務委託 市川市北方町4丁目2270番地3 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1064000 1149120 株式会社　曽谷造園土木 1,680,000    　　　

166 平成30年5月25日 市川市市民プール樹木等管理業務委託 市川市北方町4丁目2270番地3 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1064000 1149120 株式会社　植泰造園 1,816,420    　　　

166 平成30年5月25日 市川市市民プール樹木等管理業務委託 市川市北方町4丁目2270番地3 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1064000 1149120 株式会社　メイショウグループ 2,044,485    　　　

166 平成30年5月25日 市川市市民プール樹木等管理業務委託 市川市北方町4丁目2270番地3 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1064000 1149120 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 2,190,000    　　　

167 平成30年5月25日 非常用生活用水供給装置保守点検業務委託 市川市末広１丁目１番３１号 市川市行徳支所敷地内外３箇所 地域防災課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　市川環境エンジニアリング 1,448,000    落札

167 平成30年5月25日 非常用生活用水供給装置保守点検業務委託 市川市末広１丁目１番３１号 市川市行徳支所敷地内外３箇所 地域防災課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　メイショウグループ       辞退

168 平成30年5月25日 放置自転車等撤去移送業務委託 市川市市川２丁目２３２６番２（市川第１駐輪場） 外６０箇所 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 13911589 15024516 有限会社　鈴木運送 14,375,000    落札

169 平成30年5月25日 揚土（泥土）回収業務委託 市川市内各所（全域） 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　市川衛生管理センター 108,000    落札

169 平成30年5月25日 揚土（泥土）回収業務委託 市川市内各所（全域） 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       千葉ロードサービス　株式会社 115,000    　　　

169 平成30年5月25日 揚土（泥土）回収業務委託 市川市内各所（全域） 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　市川環境エンジニアリング 117,000    　　　

169 平成30年5月25日 揚土（泥土）回収業務委託 市川市内各所（全域） 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       大市産業　株式会社 119,000    　　　

169 平成30年5月25日 揚土（泥土）回収業務委託 市川市内各所（全域） 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　建総 125,000    　　　

170 平成30年5月28日 公共下水道関連事業場水質分析調査業務委託 市川市内公共下水道接続監視対象事業場 下水道経営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社飯塚 1,500,000    落札

171 平成30年5月29日 市川市営住宅退去修繕　その１ 市川市大町９５番１　大町第一団地　外２団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　銅浪 8,547,900    落札

172 平成30年5月29日 市川市営住宅退去修繕　その２ 市川市柏井町２丁目１３４４番１　柏井第一団地　外５団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       三和建装 6,195,015 5,636,916 落札

173 平成30年5月29日 市川市営住宅退去修繕　その３ 市川市塩浜４丁目１６番１　塩浜団地　外１２団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　ユタカ建設 8,856,032    落札

174 平成30年5月29日 市川市市民体育館トレーニング指導運営業務委託 市川市国府台１丁目６番４号　国府台市民体育館　外２箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　協栄市川支店 19,000,000    落札

175 平成30年5月29日 道路清掃（小型機械及び人力清掃）業務委託 市川市内各所（全域） 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       千葉ロードサービス　株式会社 10,563,600    落札

175 平成30年5月29日 道路清掃（小型機械及び人力清掃）業務委託 市川市内各所（全域） 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　市川環境エンジニアリング 10,653,400    　　　

175 平成30年5月29日 道路清掃（小型機械及び人力清掃）業務委託 市川市内各所（全域） 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　建総 10,724,040    　　　

175 平成30年5月29日 道路清掃（小型機械及び人力清掃）業務委託 市川市内各所（全域） 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       日本サービス　株式会社 10,868,000    　　　

176 平成30年5月29日 道路清掃（大型機械）業務委託 市川市内各所（全域） 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　市川環境エンジニアリング 8,400    落札

176 平成30年5月29日 道路清掃（大型機械）業務委託 市川市内各所（全域） 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       日本サービス　株式会社 8,700    　　　

176 平成30年5月29日 道路清掃（大型機械）業務委託 市川市内各所（全域） 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       千葉ロードサービス　株式会社 8,730    　　　

176 平成30年5月29日 道路清掃（大型機械）業務委託 市川市内各所（全域） 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　建総 8,960    　　　

177 平成30年5月29日 平成30年度 学校プール開放事業監視等業務委託 市川市市川2丁目32番5号  市川市立市川小学校 外14箇所 学校地域連携推進課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       京浜企業　株式会社 5,860,000    落札

177 平成30年5月29日 平成30年度 学校プール開放事業監視等業務委託 市川市市川2丁目32番5号  市川市立市川小学校 外14箇所 学校地域連携推進課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　日本環境ビルテック　千葉本社 6,087,000    　　　

177 平成30年5月29日 平成30年度 学校プール開放事業監視等業務委託 市川市市川2丁目32番5号  市川市立市川小学校 外14箇所 学校地域連携推進課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ビルテック 6,100,000    　　　

177 平成30年5月29日 平成30年度 学校プール開放事業監視等業務委託 市川市市川2丁目32番5号  市川市立市川小学校 外14箇所 学校地域連携推進課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　山研ビルサービス 6,190,000    　　　

178 平成30年5月30日 行徳駅、南行徳駅及び妙典駅周辺街頭指導及び管理業務委託 行徳駅周辺　外２駅周辺 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 53852000 58160160 ＯＢＭ　株式会社 60,459,000 58,589,880 落札

178 平成30年5月30日 行徳駅、南行徳駅及び妙典駅周辺街頭指導及び管理業務委託 行徳駅周辺　外２駅周辺 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 53852000 58160160 株式会社　ニューオーダー 61,500,000 60,440,900 　　　

178 平成30年5月30日 行徳駅、南行徳駅及び妙典駅周辺街頭指導及び管理業務委託 行徳駅周辺　外２駅周辺 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 53852000 58160160 市川市ビル管理事業協同組合 63,200,000 60,450,000 　　　

178 平成30年5月30日 行徳駅、南行徳駅及び妙典駅周辺街頭指導及び管理業務委託 行徳駅周辺　外２駅周辺 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 53852000 58160160 株式会社　メイショウグループ 64,000,000    辞退

179 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（南部） 市川市塩浜４丁目９番１号 塩浜市民体育館  外２箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3483000 3761640 株式会社　青山造園土木 4,199,060    落札

179 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（南部） 市川市塩浜４丁目９番１号 塩浜市民体育館  外２箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3483000 3761640 株式会社　サンライズグリーン 4,209,185    　　　

179 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（南部） 市川市塩浜４丁目９番１号 塩浜市民体育館  外２箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3483000 3761640 株式会社　ユアサ園芸 4,284,980    　　　

179 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（南部） 市川市塩浜４丁目９番１号 塩浜市民体育館  外２箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3483000 3761640 株式会社　堀之内造園 4,314,152    　　　

179 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（南部） 市川市塩浜４丁目９番１号 塩浜市民体育館  外２箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3483000 3761640 有限会社　栗山造園土木 4,427,930    　　　

179 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（南部） 市川市塩浜４丁目９番１号 塩浜市民体育館  外２箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3483000 3761640 エイワ建商　株式会社 4,591,662    　　　

179 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（南部） 市川市塩浜４丁目９番１号 塩浜市民体育館  外２箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3483000 3761640 株式会社　荒井造園土木 4,677,170    　　　

179 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（南部） 市川市塩浜４丁目９番１号 塩浜市民体育館  外２箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3483000 3761640 株式会社　曽谷造園土木 4,818,908    　　　

179 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（南部） 市川市塩浜４丁目９番１号 塩浜市民体育館  外２箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3483000 3761640 岡本緑化建設　株式会社 4,904,075    　　　

179 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（南部） 市川市塩浜４丁目９番１号 塩浜市民体育館  外２箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3483000 3761640 株式会社　メイショウグループ       辞退

179 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（南部） 市川市塩浜４丁目９番１号 塩浜市民体育館  外２箇所 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3483000 3761640 京葉プラントエンジニアリング　株式会社       辞退

180 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（北部） 市川市国府台１丁目６番４号 市川市スポーツセンター スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 615000 664200 株式会社　堀之内造園 658,520    落札

180 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（北部） 市川市国府台１丁目６番４号 市川市スポーツセンター スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 615000 664200 エイワ建商　株式会社 702,956    　　　

180 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（北部） 市川市国府台１丁目６番４号 市川市スポーツセンター スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 615000 664200 株式会社　曽谷造園土木 764,118    　　　

180 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（北部） 市川市国府台１丁目６番４号 市川市スポーツセンター スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 615000 664200 株式会社　ユアサ園芸 771,000    　　　

180 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（北部） 市川市国府台１丁目６番４号 市川市スポーツセンター スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 615000 664200 株式会社　サンライズグリーン 772,510    　　　

180 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（北部） 市川市国府台１丁目６番４号 市川市スポーツセンター スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 615000 664200 有限会社　栗山造園土木 786,890    　　　

180 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（北部） 市川市国府台１丁目６番４号 市川市スポーツセンター スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 615000 664200 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 814,000    　　　

180 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（北部） 市川市国府台１丁目６番４号 市川市スポーツセンター スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 615000 664200 株式会社　青山造園土木 861,600    　　　

180 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（北部） 市川市国府台１丁目６番４号 市川市スポーツセンター スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 615000 664200 岡本緑化建設　株式会社 935,500    　　　

180 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（北部） 市川市国府台１丁目６番４号 市川市スポーツセンター スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 615000 664200 株式会社　荒井造園土木 1,193,870    　　　

180 平成30年5月30日 市川市スポーツ施設樹木等管理業務委託（北部） 市川市国府台１丁目６番４号 市川市スポーツセンター スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 615000 664200 株式会社　メイショウグループ       辞退

181 平成30年5月30日 市川市地下駐輪場管理等業務委託 市川市市川1丁目1825番14（市川地下駐輪場）外５施設 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 68992000 74511360 株式会社　ＬＥＡＤ 72,500,000    落札

181 平成30年5月30日 市川市地下駐輪場管理等業務委託 市川市市川1丁目1825番14（市川地下駐輪場）外５施設 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 68992000 74511360 第一優美　有限会社 73,500,000    　　　

181 平成30年5月30日 市川市地下駐輪場管理等業務委託 市川市市川1丁目1825番14（市川地下駐輪場）外５施設 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 68992000 74511360 株式会社　ニューオーダー 73,500,000    　　　

181 平成30年5月30日 市川市地下駐輪場管理等業務委託 市川市市川1丁目1825番14（市川地下駐輪場）外５施設 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 68992000 74511360 株式会社　山研ビルサービス 73,798,000    　　　

181 平成30年5月30日 市川市地下駐輪場管理等業務委託 市川市市川1丁目1825番14（市川地下駐輪場）外５施設 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 68992000 74511360 市川市ビル管理事業協同組合 75,091,090    　　　

181 平成30年5月30日 市川市地下駐輪場管理等業務委託 市川市市川1丁目1825番14（市川地下駐輪場）外５施設 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 68992000 74511360 株式会社　メイショウグループ 75,552,110    　　　

181 平成30年5月30日 市川市地下駐輪場管理等業務委託 市川市市川1丁目1825番14（市川地下駐輪場）外５施設 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 68992000 74511360 株式会社　イデア 75,800,000    　　　

181 平成30年5月30日 市川市地下駐輪場管理等業務委託 市川市市川1丁目1825番14（市川地下駐輪場）外５施設 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 68992000 74511360 ＯＢＭ　株式会社 76,180,000    　　　

182 平成30年5月30日 猫実排水機場維持管理業務委託（その２） 市川市原木2489番地1　真間川排水機場　外1箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       特産エンジニアリング　株式会社 13,000,000    落札



182 平成30年5月30日 猫実排水機場維持管理業務委託（その２） 市川市原木2489番地1　真間川排水機場　外1箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　市川環境エンジニアリング 16,000,000    　　　

182 平成30年5月30日 猫実排水機場維持管理業務委託（その２） 市川市原木2489番地1　真間川排水機場　外1箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　第一テクノ　千葉営業所 16,100,000    　　　

182 平成30年5月30日 猫実排水機場維持管理業務委託（その２） 市川市原木2489番地1　真間川排水機場　外1箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       睦エンジニアリング株式会社　市川営業所 18,700,000    　　　

182 平成30年5月30日 猫実排水機場維持管理業務委託（その２） 市川市原木2489番地1　真間川排水機場　外1箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       クボタ環境サービス　株式会社       辞退

183 平成30年5月30日 放置自転車等受け入れ、保管及び返還業務委託 市川市新田５丁目１３番　市川市新田保管場所（ＪＲ総武線高架下） 外２箇所 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 4196000 4531680 市川市ビル管理事業協同組合 4,198,000    落札

183 平成30年5月30日 放置自転車等受け入れ、保管及び返還業務委託 市川市新田５丁目１３番　市川市新田保管場所（ＪＲ総武線高架下） 外２箇所 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 4196000 4531680 株式会社　ＬＥＡＤ 4,210,000    　　　

183 平成30年5月30日 放置自転車等受け入れ、保管及び返還業務委託 市川市新田５丁目１３番　市川市新田保管場所（ＪＲ総武線高架下） 外２箇所 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 4196000 4531680 株式会社　メイショウグループ 4,283,770    　　　

183 平成30年5月30日 放置自転車等受け入れ、保管及び返還業務委託 市川市新田５丁目１３番　市川市新田保管場所（ＪＲ総武線高架下） 外２箇所 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 4196000 4531680 第一優美　有限会社 4,740,200    　　　

183 平成30年5月30日 放置自転車等受け入れ、保管及び返還業務委託 市川市新田５丁目１３番　市川市新田保管場所（ＪＲ総武線高架下） 外２箇所 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 4196000 4531680 ＯＢＭ　株式会社 4,805,800    　　　

183 平成30年5月30日 放置自転車等受け入れ、保管及び返還業務委託 市川市新田５丁目１３番　市川市新田保管場所（ＪＲ総武線高架下） 外２箇所 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 4196000 4531680 株式会社　イデア 5,188,000    　　　

183 平成30年5月30日 放置自転車等受け入れ、保管及び返還業務委託 市川市新田５丁目１３番　市川市新田保管場所（ＪＲ総武線高架下） 外２箇所 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 4196000 4531680 株式会社　ニューオーダー 7,300,000    　　　

184 平成30年5月31日 市川市斎場樹木管理等業務委託 市川市大野町４丁目２６１０番地１ 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2057000 2221560 有限会社　栗山造園土木 2,064,828    落札

184 平成30年5月31日 市川市斎場樹木管理等業務委託 市川市大野町４丁目２６１０番地１ 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2057000 2221560 株式会社　サンライズグリーン 2,072,981    　　　

184 平成30年5月31日 市川市斎場樹木管理等業務委託 市川市大野町４丁目２６１０番地１ 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2057000 2221560 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 2,075,000    　　　

184 平成30年5月31日 市川市斎場樹木管理等業務委託 市川市大野町４丁目２６１０番地１ 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2057000 2221560 株式会社　草壁園 2,085,902    　　　

184 平成30年5月31日 市川市斎場樹木管理等業務委託 市川市大野町４丁目２６１０番地１ 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2057000 2221560 株式会社　ユアサ園芸 2,100,384    　　　

184 平成30年5月31日 市川市斎場樹木管理等業務委託 市川市大野町４丁目２６１０番地１ 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2057000 2221560 株式会社　曽谷造園土木 2,114,647    　　　

184 平成30年5月31日 市川市斎場樹木管理等業務委託 市川市大野町４丁目２６１０番地１ 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2057000 2221560 株式会社　植泰造園 2,161,220    　　　

184 平成30年5月31日 市川市斎場樹木管理等業務委託 市川市大野町４丁目２６１０番地１ 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2057000 2221560 株式会社　メイショウグループ 2,188,191    　　　

184 平成30年5月31日 市川市斎場樹木管理等業務委託 市川市大野町４丁目２６１０番地１ 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2057000 2221560 エイワ建商　株式会社 2,195,030    　　　

184 平成30年5月31日 市川市斎場樹木管理等業務委託 市川市大野町４丁目２６１０番地１ 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2057000 2221560 岡本緑化建設　株式会社 2,197,855    　　　

184 平成30年5月31日 市川市斎場樹木管理等業務委託 市川市大野町４丁目２６１０番地１ 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2057000 2221560 有限会社　ヤマト造園 2,240,580    　　　

184 平成30年5月31日 市川市斎場樹木管理等業務委託 市川市大野町４丁目２６１０番地１ 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2057000 2221560 株式会社　荒井造園土木 2,371,850    　　　

184 平成30年5月31日 市川市斎場樹木管理等業務委託 市川市大野町４丁目２６１０番地１ 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2057000 2221560 株式会社　堀之内造園 2,650,385    　　　

185 平成30年5月31日 市川市市民プール管理運営業務委託 市川市北方町4丁目2270番地3 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 26307000 28411560 株式会社　協栄市川支店 29,500,000 29,000,000 落札

186 平成30年5月31日 市川市立市川小学校外61校（園）公共建築物（建築設備・防火設備）定期点検業務委託 市川市市川2丁目32番5号外61箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　本間設計 27,300,000    落札

186 平成30年5月31日 市川市立市川小学校外61校（園）公共建築物（建築設備・防火設備）定期点検業務委託 市川市市川2丁目32番5号外61箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       新建設　株式会社       辞退

187 平成30年6月1日 市川市終末処理場産業廃棄物（汚泥）処分業務委託（その１） 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       日立セメント株式会社 14,900    落札

187 平成30年6月1日 市川市終末処理場産業廃棄物（汚泥）処分業務委託（その１） 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       日本メサライト工業株式会社 16,000       

187 平成30年6月1日 市川市終末処理場産業廃棄物（汚泥）処分業務委託（その１） 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社エコ計画 16,000       

187 平成30年6月1日 市川市終末処理場産業廃棄物（汚泥）処分業務委託（その２） 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社エコ計画 14,800    落札

187 平成30年6月1日 市川市終末処理場産業廃棄物（汚泥）処分業務委託（その２） 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       エコシステム千葉株式会社 15,000       

187 平成30年6月1日 市川市終末処理場産業廃棄物（汚泥）処分業務委託（その２） 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       日本メサライト工業株式会社 15,500       

187 平成30年6月1日 市川市終末処理場産業廃棄物（汚泥）処分業務委託（その２） 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       日立セメント株式会社       除外

188 平成30年6月1日 大柏川第一調節池緑地維持管理業務委託 市川市北方町4丁目1444番59 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10200000 11016000 エイワ建商　株式会社 10,687,881    落札

188 平成30年6月1日 大柏川第一調節池緑地維持管理業務委託 市川市北方町4丁目1444番59 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10200000 11016000 有限会社　ヤマト造園 11,025,650    　　　

188 平成30年6月1日 大柏川第一調節池緑地維持管理業務委託 市川市北方町4丁目1444番59 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10200000 11016000 株式会社　堀之内造園 11,502,875    　　　

188 平成30年6月1日 大柏川第一調節池緑地維持管理業務委託 市川市北方町4丁目1444番59 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10200000 11016000 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 12,418,000    　　　

188 平成30年6月1日 大柏川第一調節池緑地維持管理業務委託 市川市北方町4丁目1444番59 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10200000 11016000 岡本緑化建設　株式会社 9,508,310    失格

188 平成30年6月1日 大柏川第一調節池緑地維持管理業務委託 市川市北方町4丁目1444番59 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10200000 11016000 株式会社　曽谷造園土木 9,647,263    失格

188 平成30年6月1日 大柏川第一調節池緑地維持管理業務委託 市川市北方町4丁目1444番59 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10200000 11016000 株式会社　荒井造園土木 9,762,000    失格

188 平成30年6月1日 大柏川第一調節池緑地維持管理業務委託 市川市北方町4丁目1444番59 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10200000 11016000 株式会社　メイショウグループ 9,893,025    失格

188 平成30年6月1日 大柏川第一調節池緑地維持管理業務委託 市川市北方町4丁目1444番59 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 10200000 11016000 株式会社　植泰造園       辞退

189 平成30年6月1日 文学ミュージアム第Ⅱ期企画展制作業務委託 市川市鬼高１丁目１番４号　生涯学習センター2階　市川市文学ミュージアム 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　萌翔社 455,000    落札

190 平成30年6月4日 市川市クリーンセンター樹木等維持管理業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3137000 3387960 株式会社　サンライズグリーン 3,208,530    落札

190 平成30年6月4日 市川市クリーンセンター樹木等維持管理業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3137000 3387960 有限会社　栗山造園土木 3,767,360    　　　

190 平成30年6月4日 市川市クリーンセンター樹木等維持管理業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3137000 3387960 株式会社　青山造園土木 3,915,600    　　　

190 平成30年6月4日 市川市クリーンセンター樹木等維持管理業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3137000 3387960 株式会社　荒井造園土木 4,103,960    　　　

190 平成30年6月4日 市川市クリーンセンター樹木等維持管理業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3137000 3387960 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 4,243,000    　　　

190 平成30年6月4日 市川市クリーンセンター樹木等維持管理業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3137000 3387960 株式会社　メイショウグループ 4,413,300    　　　

190 平成30年6月4日 市川市クリーンセンター樹木等維持管理業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3137000 3387960 エイワ建商　株式会社 2,722,230    失格

190 平成30年6月4日 市川市クリーンセンター樹木等維持管理業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3137000 3387960 有限会社　ヤマト造園 2,837,980    失格

190 平成30年6月4日 市川市クリーンセンター樹木等維持管理業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3137000 3387960 株式会社　植泰造園 2,980,350    失格

191 平成30年6月5日 （長期継続契約）各小学校・塩浜学園（前期課程）外印刷機賃貸借 市川市立市川小学校以下３９校、外３課 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       デュプロ　株式会社千葉支店 1    落札（くじ）

191 平成30年6月5日 （長期継続契約）各小学校・塩浜学園（前期課程）外印刷機賃貸借 市川市立市川小学校以下３９校、外３課 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ウエダビジネス　株式会社 1    　　　

191 平成30年6月5日 （長期継続契約）各小学校・塩浜学園（前期課程）外印刷機賃貸借 市川市立市川小学校以下３９校、外３課 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　平和堂 388,800    　　　

191 平成30年6月5日 （長期継続契約）各小学校・塩浜学園（前期課程）外印刷機賃貸借 市川市立市川小学校以下３９校、外３課 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　コマツ 405,000    　　　

191 平成30年6月5日 （長期継続契約）各小学校・塩浜学園（前期課程）外印刷機賃貸借 市川市立市川小学校以下３９校、外３課 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       理想科学工業株式会社　理想船橋支店 648,000    　　　

192 平成30年6月6日 （長期継続契約）広報広聴課用パソコン等賃貸借 市川市 企画部 広報広聴課 市川市南八幡２丁目２０番２号 広報広聴課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 135,000    落札

192 平成30年6月6日 （長期継続契約）広報広聴課用パソコン等賃貸借 市川市 企画部 広報広聴課 市川市南八幡２丁目２０番２号 広報広聴課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 135,300    　　　

192 平成30年6月6日 （長期継続契約）広報広聴課用パソコン等賃貸借 市川市 企画部 広報広聴課 市川市南八幡２丁目２０番２号 広報広聴課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＮＥＣキャピタルソリューション　株式会社　       辞退

193 平成30年6月6日 （長期継続契約）須和田の丘支援学校スクールバス賃貸借　その３ 市川市須和田２丁目３４番１号　市川市立須和田の丘支援学校 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       日立キャピタルオートリース株式会社　公共営業部 63,000    落札

194 平成30年6月6日 市川市立塩浜学園前期課程引越し業務委託 市川市塩浜4丁目6番1号　市川市立塩浜学園前期課程 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       日本通運　株式会社船橋支店 320,000    落札

194 平成30年6月6日 市川市立塩浜学園前期課程引越し業務委託 市川市塩浜4丁目6番1号　市川市立塩浜学園前期課程 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       アートコーポレーション株式会社　東京法人第二営業部 349,700    　　　

194 平成30年6月6日 市川市立塩浜学園前期課程引越し業務委託 市川市塩浜4丁目6番1号　市川市立塩浜学園前期課程 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ジェイアール東日本物流新木場物流センター 385,000    　　　

195 平成30年6月6日 市川市霊園樹木等総合維持管理業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12243000 13222440 株式会社　ユアサ園芸 12,922,650    落札



195 平成30年6月6日 市川市霊園樹木等総合維持管理業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12243000 13222440 株式会社　サンライズグリーン 12,968,272    　　　

195 平成30年6月6日 市川市霊園樹木等総合維持管理業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12243000 13222440 有限会社　栗山造園土木 13,019,056    　　　

195 平成30年6月6日 市川市霊園樹木等総合維持管理業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12243000 13222440 株式会社　植泰造園 13,500,730    　　　

195 平成30年6月6日 市川市霊園樹木等総合維持管理業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12243000 13222440 岡本緑化建設　株式会社 13,998,350    　　　

195 平成30年6月6日 市川市霊園樹木等総合維持管理業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12243000 13222440 株式会社　荒井造園土木 14,428,020    　　　

195 平成30年6月6日 市川市霊園樹木等総合維持管理業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12243000 13222440 エイワ建商　株式会社 14,500,246    　　　

195 平成30年6月6日 市川市霊園樹木等総合維持管理業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12243000 13222440 株式会社　メイショウグループ 14,558,211    　　　

195 平成30年6月6日 市川市霊園樹木等総合維持管理業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12243000 13222440 株式会社　堀之内造園 14,688,446    　　　

195 平成30年6月6日 市川市霊園樹木等総合維持管理業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12243000 13222440 株式会社　曽谷造園土木 14,856,953    　　　

195 平成30年6月6日 市川市霊園樹木等総合維持管理業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12243000 13222440 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 15,082,509    　　　

195 平成30年6月6日 市川市霊園樹木等総合維持管理業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12243000 13222440 株式会社　青山造園土木 15,592,980    　　　

195 平成30年6月6日 市川市霊園樹木等総合維持管理業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12243000 13222440 有限会社　ヤマト造園 16,128,468    　　　

195 平成30年6月6日 市川市霊園樹木等総合維持管理業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 12243000 13222440 株式会社　石芳園 16,749,950    　　　

196 平成30年6月7日 （長期継続契約）後納郵便管理システム等賃貸借 千葉県市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市役所　仮本庁舎　３階　文書集配室 総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 28,000    落札

197 平成30年6月7日 高規格救急自動車の製造 市川市八幡１丁目８番１号　市川市消防局 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       千葉トヨタ自動車　株式会社市川店 27,500,000    落札

198 平成30年6月7日 文書等集配業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市総務部総務課外50箇所 総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ウィズ 4,550,000    落札

199 平成30年6月8日 学校職員定期健康診断業務委託 市川市南八幡１丁目１７番１５号　市川市教育委員会保健体育課 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       医療法人社団　嵐川 2,590,000    落札

200 平成30年6月8日 産業廃棄物収集運搬（バキューム清掃）業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外４４校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       公益財団法人　市川市清掃公社 23,950    落札

200 平成30年6月8日 産業廃棄物収集運搬（バキューム清掃）業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外４４校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　京葉興業市川支店 30,000    　　　

200 平成30年6月8日 産業廃棄物収集運搬（バキューム清掃）業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外４４校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       千葉ロードサービス　株式会社 40,000    　　　

201 平成30年6月8日 市川市立市川小学校外58校（園）受水槽・高架水槽定期点検・保守及び清掃業務委託 市川市市川2丁目32番5号外58箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ニューオーダー 2,300,000    落札

201 平成30年6月8日 市川市立市川小学校外58校（園）受水槽・高架水槽定期点検・保守及び清掃業務委託 市川市市川2丁目32番5号外58箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       市川市ビル管理事業協同組合 3,046,000    　　　

201 平成30年6月8日 市川市立市川小学校外58校（園）受水槽・高架水槽定期点検・保守及び清掃業務委託 市川市市川2丁目32番5号外58箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　メイショウグループ       辞退

202 平成30年6月8日 本行徳排水機場門扉修繕 市川市本行徳２６番１５　本行徳排水機場 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　青山造園土木 1,350,000    落札

202 平成30年6月8日 本行徳排水機場門扉修繕 市川市本行徳２６番１５　本行徳排水機場 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       テッコウエンジニアリング　株式会社 1,520,000    　　　

202 平成30年6月8日 本行徳排水機場門扉修繕 市川市本行徳２６番１５　本行徳排水機場 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エイワ建商　株式会社 1,590,000    　　　

203 平成30年6月13日 「市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整備PFI事業」及び「市川市ケアハウス整備等PFI事業」に係るモニタリ市川市末広１丁目１番４８号　市川市立第七中学校校舎外 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       日本工営　株式会社千葉営業所 2,600,000    落札

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 株式会社　草壁園 13,882,200    落札

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 エイワ建商　株式会社 14,362,390    　　　

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 14,462,000    　　　

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 株式会社　曽谷造園土木 14,926,949    　　　

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 有限会社　ヤマト造園 15,180,390    　　　

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 株式会社　堀之内造園 15,439,932    　　　

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 株式会社　ユアサ園芸 15,944,630    　　　

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 株式会社　石芳園 17,135,400    　　　

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 株式会社　メイショウグループ 26,961,269    　　　

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 株式会社　植泰造園 12,288,450    失格

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 株式会社　荒井造園土木 13,180,530    失格

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 株式会社　サンライズグリーン 13,520,580    失格

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 有限会社　栗山造園土木 13,602,310    失格

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 株式会社　青山造園土木 13,709,680    失格

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 岡本緑化建設　株式会社 13,852,940    失格

204 平成30年6月13日 市川市立稲荷木小学校外19校（園）樹木剪定等業務委託（南部） 市川市稲荷木1丁目14番1号外19箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 13861000 14969880 有限会社　柏井緑化土木       辞退

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 岡本緑化建設　株式会社 17,192,970    落札

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 株式会社　草壁園 17,253,110    　　　

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 株式会社　曽谷造園土木 17,572,184    　　　

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 株式会社　堀之内造園 17,582,288    　　　

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 エイワ建商　株式会社 17,756,076    　　　

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 17,770,000    　　　

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 株式会社　石芳園 19,147,310    　　　

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 株式会社　メイショウグループ 23,076,795    　　　

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 株式会社　植泰造園 9,862,050    失格

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 株式会社　青山造園土木 10,544,120    失格

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 有限会社　ヤマト造園 16,250,650    失格

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 株式会社　荒井造園土木 16,422,610    失格

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 株式会社　ユアサ園芸 16,788,280    失格

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 株式会社　サンライズグリーン 16,886,840    失格

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 有限会社　栗山造園土木 16,985,220    失格

205 平成30年6月13日 市川市立国府台小学校外12校（園）樹木剪定等業務委託（北部） 市川市国府台5丁目25番4号外12箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 17190000 18565200 有限会社　柏井緑化土木       無効

206 平成30年6月13日 真間川排水機場外2箇所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託 市川市原木2489番地1　真間川排水機場　外2箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       千葉興産株式会社　市川営業所 972,000    落札

206 平成30年6月13日 真間川排水機場外2箇所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託 市川市原木2489番地1　真間川排水機場　外2箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　市川環境エンジニアリング 1,080,000    　　　

206 平成30年6月13日 真間川排水機場外2箇所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託 市川市原木2489番地1　真間川排水機場　外2箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　京葉興業市川支店 1,116,000    　　　

206 平成30年6月13日 真間川排水機場外2箇所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託 市川市原木2489番地1　真間川排水機場　外2箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       千葉産業クリ―ン　株式会社       辞退

206 平成30年6月13日 真間川排水機場外2箇所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託 市川市原木2489番地1　真間川排水機場　外2箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       協和クリーン　株式会社       棄権

207 平成30年6月14日 市川市アイ・リンク情報コーナー管理運営業務委託 市川市市川南１丁目１０番１号　ザ タワーズ ウエスト４５階フロア一部のアイ・リンク情報コーナー 観光交流推進課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　キルト 5,900,000    落札

208 平成30年6月15日 小児生活習慣病予防検診業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外４１箇所 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       公益財団法人　ちば県民保健予防財団 1,798    落札



209 平成30年6月18日 小中学校給食室清掃業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校外４４箇所 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2821000 3046680 株式会社　ワテックシステムズ 3,054,800    落札

209 平成30年6月18日 小中学校給食室清掃業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校外４４箇所 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2821000 3046680 株式会社　ほくしん 3,120,000    　　　

209 平成30年6月18日 小中学校給食室清掃業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校外４４箇所 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2821000 3046680 株式会社　ニューオーダー 3,150,000    　　　

209 平成30年6月18日 小中学校給食室清掃業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校外４４箇所 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2821000 3046680 ＯＢＭ　株式会社 3,226,705    　　　

209 平成30年6月18日 小中学校給食室清掃業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校外４４箇所 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2821000 3046680 市川市ビル管理事業協同組合 3,364,750    　　　

209 平成30年6月18日 小中学校給食室清掃業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校外４４箇所 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2821000 3046680 株式会社　山研ビルサービス       棄権

210 平成30年6月19日 （長期継続契約）市川市斎場電話交換機設備賃貸借 市川市大野町４丁目２６１０番地１　市川市斎場 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       神田通信機　株式会社千葉支店 17,800    落札

211 平成30年6月19日 （長期継続契約）市川市斎場電話交換機設備保守業務委託 市川市大野町４丁目２６１０番地１　市川市斎場 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       神田通信機　株式会社千葉支店 16,800    落札

212 平成30年6月19日 （長期継続契約）視力屈折検査機器賃貸借 市川市南八幡4丁目18番8号　市川市保健センター 健康支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       日通商事　株式会社千葉営業センター 18,600    落札

213 平成30年6月19日 史跡曽谷貝塚家屋等移転補償算定業務委託 市川市曽谷２丁目５４０番２ 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1008000 1088640 株式会社　ちばとち 1,150,000    落札

213 平成30年6月19日 史跡曽谷貝塚家屋等移転補償算定業務委託 市川市曽谷２丁目５４０番２ 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1008000 1088640 株式会社　富士技術サービス 1,180,000    　　　

213 平成30年6月19日 史跡曽谷貝塚家屋等移転補償算定業務委託 市川市曽谷２丁目５４０番２ 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1008000 1088640 オリエンタル測量　株式会社 1,180,000    　　　

213 平成30年6月19日 史跡曽谷貝塚家屋等移転補償算定業務委託 市川市曽谷２丁目５４０番２ 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1008000 1088640 株式会社　アール．ディー．エー 1,200,000    　　　

213 平成30年6月19日 史跡曽谷貝塚家屋等移転補償算定業務委託 市川市曽谷２丁目５４０番２ 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1008000 1088640 高木測量　株式会社 1,200,000    　　　

213 平成30年6月19日 史跡曽谷貝塚家屋等移転補償算定業務委託 市川市曽谷２丁目５４０番２ 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1008000 1088640 株式会社　新洋技研 1,220,000    　　　

213 平成30年6月19日 史跡曽谷貝塚家屋等移転補償算定業務委託 市川市曽谷２丁目５４０番２ 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1008000 1088640 互恵補償コンサルタント　株式会社 1,250,000    　　　

213 平成30年6月19日 史跡曽谷貝塚家屋等移転補償算定業務委託 市川市曽谷２丁目５４０番２ 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1008000 1088640 株式会社　建成社 1,250,000    　　　

213 平成30年6月19日 史跡曽谷貝塚家屋等移転補償算定業務委託 市川市曽谷２丁目５４０番２ 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1008000 1088640 株式会社　千葉四門 1,280,000    　　　

213 平成30年6月19日 史跡曽谷貝塚家屋等移転補償算定業務委託 市川市曽谷２丁目５４０番２ 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1008000 1088640 日測　株式会社 1,280,000    　　　

213 平成30年6月19日 史跡曽谷貝塚家屋等移転補償算定業務委託 市川市曽谷２丁目５４０番２ 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1008000 1088640 株式会社　ボーソーテック 1,290,000    　　　

213 平成30年6月19日 史跡曽谷貝塚家屋等移転補償算定業務委託 市川市曽谷２丁目５４０番２ 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1008000 1088640 株式会社　レック 1,290,000    　　　

214 平成30年6月20日 （長期継続契約）市役所仮本庁舎市民課契印機賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市　市民部　市民課 市民課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       日通商事　株式会社千葉営業センター 4,000    落札

215 平成30年6月22日 （長期継続契約）生活保護受給者就労支援業務委託 市川市南八幡１丁目１７番１５号　南八幡仮設庁舎１階　市川市福祉部生活支援課 生活支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　東京リーガルマインド 595,000    落札

215 平成30年6月22日 （長期継続契約）生活保護受給者就労支援業務委託 市川市南八幡１丁目１７番１５号　南八幡仮設庁舎１階　市川市福祉部生活支援課 生活支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ランスタッド　株式会社 632,700    　　　

216 平成30年6月25日 （長期継続契約）市川市例規集データベースシステムデータ更新等業務委託契約 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市総務部法務課 法務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       第一法規　株式会社 246,000    落札

216 平成30年6月25日 （長期継続契約）市川市例規集データベースシステムデータ更新等業務委託契約 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市総務部法務課 法務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ぎょうせい 202,000    　　　

217 平成30年6月25日 （長期継続契約）市川市例規集データベースシステム使用契約 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市総務部法務課 法務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       第一法規　株式会社 15,000    落札

217 平成30年6月25日 （長期継続契約）市川市例規集データベースシステム使用契約 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市総務部法務課 法務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ぎょうせい 30,000    　　　

218 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その１） 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１５団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3152000 3404160 株式会社　荒井造園土木 3,192,450    落札

218 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その１） 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１５団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3152000 3404160 株式会社　曽谷造園土木 3,210,035    　　　

218 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その１） 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１５団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3152000 3404160 株式会社　サンライズグリーン 3,249,640    　　　

218 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その１） 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１５団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3152000 3404160 有限会社　栗山造園土木 3,309,200    　　　

218 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その１） 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１５団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3152000 3404160 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 3,346,000    　　　

218 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その１） 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１５団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3152000 3404160 株式会社　ユアサ園芸 3,406,010    　　　

218 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その１） 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１５団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3152000 3404160 エイワ建商　株式会社 3,417,407    　　　

218 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その１） 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１５団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3152000 3404160 有限会社　ヤマト造園 3,543,030    　　　

218 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その１） 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１５団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3152000 3404160 株式会社　堀之内造園 3,677,264    　　　

218 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その１） 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１５団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3152000 3404160 株式会社　植泰造園 4,341,860    　　　

218 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その１） 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１５団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3152000 3404160 株式会社　青山造園土木 5,580,030    　　　

218 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その１） 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１５団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3152000 3404160 株式会社　メイショウグループ       辞退

218 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その１） 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１５団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 3152000 3404160 岡本緑化建設　株式会社       辞退

219 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その２） 市川市稲荷木３丁目２番８号　市営住宅稲荷木団地　外６団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1778000 1920240 株式会社　曽谷造園土木 1,790,354    落札

219 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その２） 市川市稲荷木３丁目２番８号　市営住宅稲荷木団地　外６団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1778000 1920240 株式会社　サンライズグリーン 1,859,490    　　　

219 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その２） 市川市稲荷木３丁目２番８号　市営住宅稲荷木団地　外６団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1778000 1920240 株式会社　荒井造園土木 1,904,110    　　　

219 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その２） 市川市稲荷木３丁目２番８号　市営住宅稲荷木団地　外６団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1778000 1920240 株式会社　ユアサ園芸 1,929,300    　　　

219 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その２） 市川市稲荷木３丁目２番８号　市営住宅稲荷木団地　外６団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1778000 1920240 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 1,994,000    　　　

219 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その２） 市川市稲荷木３丁目２番８号　市営住宅稲荷木団地　外６団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1778000 1920240 エイワ建商　株式会社 2,046,271    　　　

219 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その２） 市川市稲荷木３丁目２番８号　市営住宅稲荷木団地　外６団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1778000 1920240 有限会社　ヤマト造園 2,049,500    　　　

219 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その２） 市川市稲荷木３丁目２番８号　市営住宅稲荷木団地　外６団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1778000 1920240 有限会社　栗山造園土木 2,060,740    　　　

219 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その２） 市川市稲荷木３丁目２番８号　市営住宅稲荷木団地　外６団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1778000 1920240 株式会社　植泰造園 2,108,700    　　　

219 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その２） 市川市稲荷木３丁目２番８号　市営住宅稲荷木団地　外６団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1778000 1920240 株式会社　堀之内造園 2,460,900    　　　

219 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その２） 市川市稲荷木３丁目２番８号　市営住宅稲荷木団地　外６団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1778000 1920240 株式会社　青山造園土木 2,735,400    　　　

219 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その２） 市川市稲荷木３丁目２番８号　市営住宅稲荷木団地　外６団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1778000 1920240 株式会社　メイショウグループ       辞退

219 平成30年6月25日 市川市営住宅樹木剪定・害虫駆除業務委託（その２） 市川市稲荷木３丁目２番８号　市営住宅稲荷木団地　外６団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1778000 1920240 岡本緑化建設　株式会社       辞退

220 平成30年6月25日 市川市衛生処理場長期責任包括運営委託に係るモニタリング業務委託 市川市二俣新町15番地　市川市衛生処理場 クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       一般財団法人　日本環境衛生センタ－ 900,000    落札

221 平成30年6月26日 市川市終末処理場産業廃棄物（汚泥）収集・運搬業務委託（その１） 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       日興運送株式会社 5,250    落札

221 平成30年6月26日 市川市終末処理場産業廃棄物（汚泥）収集・運搬業務委託（その１） 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       千葉テクノサービス株式会社 6,870       

221 平成30年6月26日 市川市終末処理場産業廃棄物（汚泥）収集・運搬業務委託（その２） 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       日興運送株式会社 5,890    落札

221 平成30年6月26日 市川市終末処理場産業廃棄物（汚泥）収集・運搬業務委託（その２） 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       千葉テクノサービス株式会社 6,170       

221 平成30年6月26日 市川市終末処理場産業廃棄物（汚泥）収集・運搬業務委託（その３） 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       千葉テクノサービス株式会社 5,170    落札

221 平成30年6月26日 市川市終末処理場産業廃棄物（汚泥）収集・運搬業務委託（その３） 市川市東菅野２丁目２３番１号 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       日興運送株式会社 5,290       

222 平成30年6月27日 重度心身障害者医療費等助成事務処理業務委託 市川市南八幡２丁目２０番１号　勤労福祉センター４階　障害者支援課作業室 障害者支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　ニチイ学館 5,701,498    落札

223 平成30年6月27日 福栄スポーツ広場トイレ便器交換修繕 市川市福栄４丁目３２番４号 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       大川設備工業　株式会社 2,900,000    落札

223 平成30年6月27日 福栄スポーツ広場トイレ便器交換修繕 市川市福栄４丁目３２番４号 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　五葉エンジニアリング 2,950,000    　　　

223 平成30年6月27日 福栄スポーツ広場トイレ便器交換修繕 市川市福栄４丁目３２番４号 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　荒井水道工務店 3,000,000    　　　

223 平成30年6月27日 福栄スポーツ広場トイレ便器交換修繕 市川市福栄４丁目３２番４号 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　瀧澤興業 4,000,000    　　　



224 平成30年6月28日 学校環境衛生検査業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外６２校（園） 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　伊藤公害調査研究所 945,000    落札

225 平成30年6月28日 市川市立宮田小学校給食室トイレ拡幅等修繕 市川市新田４丁目８番１５号　市川市立宮田小学校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エイワ建商　株式会社 1,321,000    落札

225 平成30年6月28日 市川市立宮田小学校給食室トイレ拡幅等修繕 市川市新田４丁目８番１５号　市川市立宮田小学校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　池田工務店 1,848,460    　　　

226 平成30年6月28日 市川市立大洲小学校外６校給食室トイレ和便器取替修繕 市川市大洲４丁目１８番１号　市川市立大洲小学校　外６校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　スワダ管工 3,907,000    落札

226 平成30年6月28日 市川市立大洲小学校外６校給食室トイレ和便器取替修繕 市川市大洲４丁目１８番１号　市川市立大洲小学校　外６校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       大川設備工業　株式会社 3,980,000    　　　

226 平成30年6月28日 市川市立大洲小学校外６校給食室トイレ和便器取替修繕 市川市大洲４丁目１８番１号　市川市立大洲小学校　外６校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　五葉エンジニアリング 4,000,000    　　　

226 平成30年6月28日 市川市立大洲小学校外６校給食室トイレ和便器取替修繕 市川市大洲４丁目１８番１号　市川市立大洲小学校　外６校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　瀧澤興業 4,600,000    　　　

227 平成30年6月28日 市川市立妙典中学校外７校給食室トイレ和便器取替修繕 市川市妙典５丁目２２番１号　市川市立妙典中学校　外７校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　スワダ管工 4,412,000    落札

227 平成30年6月28日 市川市立妙典中学校外７校給食室トイレ和便器取替修繕 市川市妙典５丁目２２番１号　市川市立妙典中学校　外７校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       大川設備工業　株式会社 4,510,000    　　　

227 平成30年6月28日 市川市立妙典中学校外７校給食室トイレ和便器取替修繕 市川市妙典５丁目２２番１号　市川市立妙典中学校　外７校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　五葉エンジニアリング 4,560,000    　　　

227 平成30年6月28日 市川市立妙典中学校外７校給食室トイレ和便器取替修繕 市川市妙典５丁目２２番１号　市川市立妙典中学校　外７校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　瀧澤興業 5,600,000    　　　

228 平成30年6月29日 （長期継続契約）市川市急病医療情報案内業務委託 市川市南八幡４丁目１８番８号　市川市保健センター疾病予防課 疾病予防課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　法研 2,080,000    落札

229 平成30年6月29日 （長期継続契約）市川市図書館情報システムハードウェア賃貸借 市川市鬼高１丁目１番４号　中央図書館　他 中央図書館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 1,396,800    落札

229 平成30年6月29日 （長期継続契約）市川市図書館情報システムハードウェア賃貸借 市川市鬼高１丁目１番４号　中央図書館　他 中央図書館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 1,398,000    　　　

230 平成30年6月29日 （長期継続契約）市川市図書館情報システムハードウェア保守業務 市川市鬼高１丁目１番４号　中央図書館　他 中央図書館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 845,000    落札

230 平成30年6月29日 （長期継続契約）市川市図書館情報システムハードウェア保守業務 市川市鬼高１丁目１番４号　中央図書館　他 中央図書館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 845,000    　　　

231 平成30年6月29日 市川市総合防災訓練会場設営及び撤去業務委託 市川市大洲１丁目１８番　大洲防災公園 地域防災課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       アースサポート　株式会社 1,149,900    落札

231 平成30年6月29日 市川市総合防災訓練会場設営及び撤去業務委託 市川市大洲１丁目１８番　大洲防災公園 地域防災課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　セブンサービス企画装飾 1,730,000    　　　

232 平成30年6月29日 市川市大町公園交通誘導等業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価 2219000 2396520 市川市ビル管理事業協同組合 2,315,000    落札

232 平成30年6月29日 市川市大町公園交通誘導等業務委託 市川市大町２８４番１外 動植物園 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価 2219000 2396520 株式会社　メイショウグループ 3,528,300    　　　

233 平成30年6月29日 平成３３年度評価替え　市川市土地評価業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部固定資産税課 固定資産税課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       国際航業　株式会社千葉支店 38,480,000    落札

233 平成30年6月29日 平成３３年度評価替え　市川市土地評価業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部固定資産税課 固定資産税課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       朝日航洋　株式会社千葉支店 42,400,000    　　　

233 平成30年6月29日 平成３３年度評価替え　市川市土地評価業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部固定資産税課 固定資産税課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       アジア航測　株式会社千葉支店 47,500,000    　　　

233 平成30年6月29日 平成３３年度評価替え　市川市土地評価業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部固定資産税課 固定資産税課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　パスコ千葉支店 48,330,000    　　　

234 平成30年7月2日 （長期継続契約）林地台帳管理システム用機器等賃貸借 市川市環境部　自然環境課　市川市市川南２丁目９番１２号 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 7,600    落札

234 平成30年7月2日 （長期継続契約）林地台帳管理システム用機器等賃貸借 市川市環境部　自然環境課　市川市市川南２丁目９番１２号 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 7,750    　　　

235 平成30年7月3日 （長期継続契約）子育てワンストップサービス用端末機器賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市役所仮本庁舎　外 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 23,350    落札

235 平成30年7月3日 （長期継続契約）子育てワンストップサービス用端末機器賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市役所仮本庁舎　外 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＮＥＣキャピタルソリューション　株式会社　 12,175    　　　

235 平成30年7月3日 （長期継続契約）子育てワンストップサービス用端末機器賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市役所仮本庁舎　外 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 23,400    　　　

236 平成30年7月3日 （長期継続契約）子育てワンストップサービス用端末機器保守業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市役所仮本庁舎　外 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 7,400    落札

236 平成30年7月3日 （長期継続契約）子育てワンストップサービス用端末機器保守業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市役所仮本庁舎　外 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 7,500    　　　

236 平成30年7月3日 （長期継続契約）子育てワンストップサービス用端末機器保守業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市役所仮本庁舎　外 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＮＥＣキャピタルソリューション　株式会社　 11,925    　　　

237 平成30年7月3日 市川考古・歴史博物館樹木等維持管理業務委託 市川市堀之内2丁目26番1号　　市立市川考古博物館外1箇所 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1121000 1210680 株式会社　石芳園 1,212,500    落札

237 平成30年7月3日 市川考古・歴史博物館樹木等維持管理業務委託 市川市堀之内2丁目26番1号　　市立市川考古博物館外1箇所 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1121000 1210680 株式会社　堀之内造園 1,250,520    　　　

237 平成30年7月3日 市川考古・歴史博物館樹木等維持管理業務委託 市川市堀之内2丁目26番1号　　市立市川考古博物館外1箇所 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1121000 1210680 エイワ建商　株式会社 1,350,730    　　　

237 平成30年7月3日 市川考古・歴史博物館樹木等維持管理業務委託 市川市堀之内2丁目26番1号　　市立市川考古博物館外1箇所 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1121000 1210680 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 1,373,000    　　　

237 平成30年7月3日 市川考古・歴史博物館樹木等維持管理業務委託 市川市堀之内2丁目26番1号　　市立市川考古博物館外1箇所 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1121000 1210680 株式会社　曽谷造園土木 1,410,000    　　　

237 平成30年7月3日 市川考古・歴史博物館樹木等維持管理業務委託 市川市堀之内2丁目26番1号　　市立市川考古博物館外1箇所 考古博物館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 1121000 1210680 株式会社　植泰造園       辞退

238 平成30年7月3日 市川市地域ブランド活性化業務委託 市川市八幡３丁目３番２－４０８号　市川市経済部商工振興課 商工振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　常陽リビング社　京葉支社 2,659,900    落札

238 平成30年7月3日 市川市地域ブランド活性化業務委託 市川市八幡３丁目３番２－４０８号　市川市経済部商工振興課 商工振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　弘文社 2,713,000    　　　

239 平成30年7月5日 施設修繕　その１(狭あい道路） 市川市鬼越2丁目7番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       エスジイクリエイティブ　株式会社 3,870,000    落札

239 平成30年7月5日 施設修繕　その１(狭あい道路） 市川市鬼越2丁目7番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　ホウショウ 4,270,000    　　　

239 平成30年7月5日 施設修繕　その１(狭あい道路） 市川市鬼越2丁目7番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　草壁園       辞退

239 平成30年7月5日 施設修繕　その１(狭あい道路） 市川市鬼越2丁目7番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       千葉ロードサービス　株式会社       辞退

239 平成30年7月5日 施設修繕　その１(狭あい道路） 市川市鬼越2丁目7番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　サンエス設備       辞退

240 平成30年7月6日 （長期継続契約）障害認定支援システム用機器等賃貸借 市川市　福祉部　障害者支援課 障害者支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 98,400    落札

241 平成30年7月6日 （長期継続契約）障害認定支援システム用機器等保守業務 市川市　福祉部　障害者支援課 障害者支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 14,650    落札

242 平成30年7月6日 市川市保健医療福祉センター樹木等維持管理業務委託 市川市柏井町4丁目229番地4 リハビリテーション病院事務一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1991000 2150280 株式会社　ユアサ園芸 2,001,120    落札

242 平成30年7月6日 市川市保健医療福祉センター樹木等維持管理業務委託 市川市柏井町4丁目229番地4 リハビリテーション病院事務一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1991000 2150280 有限会社　柏井緑化土木 2,008,000       

242 平成30年7月6日 市川市保健医療福祉センター樹木等維持管理業務委託 市川市柏井町4丁目229番地4 リハビリテーション病院事務一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1991000 2150280 岡本緑化建設株式会社 2,011,090       

242 平成30年7月6日 市川市保健医療福祉センター樹木等維持管理業務委託 市川市柏井町4丁目229番地4 リハビリテーション病院事務一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1991000 2150280 有限会社　ヤマト造園 2,017,695       

242 平成30年7月6日 市川市保健医療福祉センター樹木等維持管理業務委託 市川市柏井町4丁目229番地4 リハビリテーション病院事務一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1991000 2150280 株式会社　曽谷造園土木 2,025,643       

242 平成30年7月6日 市川市保健医療福祉センター樹木等維持管理業務委託 市川市柏井町4丁目229番地4 リハビリテーション病院事務一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1991000 2150280 有限会社　栗山造園土木 2,030,610       

242 平成30年7月6日 市川市保健医療福祉センター樹木等維持管理業務委託 市川市柏井町4丁目229番地4 リハビリテーション病院事務一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1991000 2150280 エイワ健商株式会社 2,032,973       

242 平成30年7月6日 市川市保健医療福祉センター樹木等維持管理業務委託 市川市柏井町4丁目229番地4 リハビリテーション病院事務一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1991000 2150280 株式会社　石芳園 2,059,490       

242 平成30年7月6日 市川市保健医療福祉センター樹木等維持管理業務委託 市川市柏井町4丁目229番地4 リハビリテーション病院事務一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1991000 2150280 株式会社　メイショウグループ 1,579,600    失格

242 平成30年7月6日 市川市保健医療福祉センター樹木等維持管理業務委託 市川市柏井町4丁目229番地4 リハビリテーション病院事務一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1991000 2150280 株式会社　荒井造園土木 1,902,310    失格

242 平成30年7月6日 市川市保健医療福祉センター樹木等維持管理業務委託 市川市柏井町4丁目229番地4 リハビリテーション病院事務一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1991000 2150280 株式会社　堀之内造園 1,925,130    失格

242 平成30年7月6日 市川市保健医療福祉センター樹木等維持管理業務委託 市川市柏井町4丁目229番地4 リハビリテーション病院事務一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1991000 2150280 京葉プラントエンジニアリング 1,946,000    失格

242 平成30年7月6日 市川市保健医療福祉センター樹木等維持管理業務委託 市川市柏井町4丁目229番地4 リハビリテーション病院事務一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1991000 2150280 株式会社　植泰造園       辞退

243 平成30年7月6日 施設修繕　その２(狭あい道路） 市川市須和田1丁目22番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       有限会社　ウェル 2,970,000    落札

243 平成30年7月6日 施設修繕　その２(狭あい道路） 市川市須和田1丁目22番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       松丸建設興業　株式会社       辞退

243 平成30年7月6日 施設修繕　その２(狭あい道路） 市川市須和田1丁目22番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　スワダ管工       辞退

243 平成30年7月6日 施設修繕　その２(狭あい道路） 市川市須和田1丁目22番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　秋元       辞退

243 平成30年7月6日 施設修繕　その２(狭あい道路） 市川市須和田1丁目22番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　大城組       辞退

243 平成30年7月6日 施設修繕　その２(狭あい道路） 市川市須和田1丁目22番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　シカマ体育施設       辞退



243 平成30年7月6日 施設修繕　その２(狭あい道路） 市川市須和田1丁目22番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　植泰造園       辞退

244 平成30年7月9日 市川市立平田保育園外10保育園午睡用寝具乾燥業務委託 市川市平田1丁目20番16号外10箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　レンティ 954,100 920,025 落札

244 平成30年7月9日 市川市立平田保育園外10保育園午睡用寝具乾燥業務委託 市川市平田1丁目20番16号外10箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　セキサンセルフ 1,022,250    無効

245 平成30年7月9日 市川市立北方保育園外9保育園午睡用寝具乾燥業務委託 市川市北方1丁目12番1号外10箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　セキサンセルフ 793,125    落札

245 平成30年7月9日 市川市立北方保育園外9保育園午睡用寝具乾燥業務委託 市川市北方1丁目12番1号外10箇所 こども施設運営課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　レンティ       辞退

246 平成30年7月12日 （長期継続契約）電子調達システム用パソコン賃貸借 市川市役所仮本庁舎　財政部契約課（市川市南八幡２丁目２０番２号） 契約課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 14,500    落札

246 平成30年7月12日 （長期継続契約）電子調達システム用パソコン賃貸借 市川市役所仮本庁舎　財政部契約課（市川市南八幡２丁目２０番２号） 契約課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 14,520    　　　

246 平成30年7月12日 （長期継続契約）電子調達システム用パソコン賃貸借 市川市役所仮本庁舎　財政部契約課（市川市南八幡２丁目２０番２号） 契約課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＮＴＴファイナンス　株式会社千葉支店       辞退

247 平成30年7月12日 市川市行徳支所電気室直流電源装置用蓄電池更新修繕 市川市末広１丁目１番３１号　市川市行徳支所　地下１階　変電室内 支所総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　日昇工業 2,299,500    落札

247 平成30年7月12日 市川市行徳支所電気室直流電源装置用蓄電池更新修繕 市川市末広１丁目１番３１号　市川市行徳支所　地下１階　変電室内 支所総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　オーエンス千葉支店 2,400,000    　　　

247 平成30年7月12日 市川市行徳支所電気室直流電源装置用蓄電池更新修繕 市川市末広１丁目１番３１号　市川市行徳支所　地下１階　変電室内 支所総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       友信電氣　株式会社 3,200,000    　　　

247 平成30年7月12日 市川市行徳支所電気室直流電源装置用蓄電池更新修繕 市川市末広１丁目１番３１号　市川市行徳支所　地下１階　変電室内 支所総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　興電社 3,300,000    　　　

247 平成30年7月12日 市川市行徳支所電気室直流電源装置用蓄電池更新修繕 市川市末広１丁目１番３１号　市川市行徳支所　地下１階　変電室内 支所総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　電機産業 4,400,000    　　　

247 平成30年7月12日 市川市行徳支所電気室直流電源装置用蓄電池更新修繕 市川市末広１丁目１番３１号　市川市行徳支所　地下１階　変電室内 支所総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　スガマ電設 4,500,000    　　　

247 平成30年7月12日 市川市行徳支所電気室直流電源装置用蓄電池更新修繕 市川市末広１丁目１番３１号　市川市行徳支所　地下１階　変電室内 支所総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　電洋社 4,550,000    　　　

247 平成30年7月12日 市川市行徳支所電気室直流電源装置用蓄電池更新修繕 市川市末広１丁目１番３１号　市川市行徳支所　地下１階　変電室内 支所総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ティエムテック       辞退

248 平成30年7月13日 市川市クリーンセンター精密機能検査業務委託 市川市田尻１００３番地　市川市クリーンセンター クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       中外テクノス　株式会社関東環境技術センター 5,300,000 5,000,000 落札

248 平成30年7月13日 市川市クリーンセンター精密機能検査業務委託 市川市田尻１００３番地　市川市クリーンセンター クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　環境技術研究所　東京支店 5,700,000    辞退

249 平成30年7月13日 市川市市川駅南公民館３階レクリエーションホール床修繕 市川市大洲４丁目１８番３号 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　山中工務店 2,200,000    落札

249 平成30年7月13日 市川市市川駅南公民館３階レクリエーションホール床修繕 市川市大洲４丁目１８番３号 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　中川塗装工業 2,800,000    　　　

249 平成30年7月13日 市川市市川駅南公民館３階レクリエーションホール床修繕 市川市大洲４丁目１８番３号 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       昭和塗装　株式会社 3,000,000    　　　

249 平成30年7月13日 市川市市川駅南公民館３階レクリエーションホール床修繕 市川市大洲４丁目１８番３号 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　三邦工務店       辞退

250 平成30年7月13日 住所地図更新業務委託 市川市南八幡４丁目２番５号　市川市企画部情報システム課 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       国際航業　株式会社千葉支店 2,300,000    落札

250 平成30年7月13日 住所地図更新業務委託 市川市南八幡４丁目２番５号　市川市企画部情報システム課 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　パスコ千葉支店 3,000,000    　　　

251 平成30年7月17日 排水路等清掃業務委託（その１） 市川市大野町１丁目３７５番地先　外２３箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 4060000 4384800 エイワ建商　株式会社 4,205,500    落札

251 平成30年7月17日 排水路等清掃業務委託（その１） 市川市大野町１丁目３７５番地先　外２３箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 4060000 4384800 株式会社　メイショウグループ 4,435,000    　　　

251 平成30年7月17日 排水路等清掃業務委託（その１） 市川市大野町１丁目３７５番地先　外２３箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 4060000 4384800 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 5,689,000    　　　

251 平成30年7月17日 排水路等清掃業務委託（その１） 市川市大野町１丁目３７５番地先　外２３箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 4060000 4384800 株式会社　曽谷造園土木 5,760,000    　　　

251 平成30年7月17日 排水路等清掃業務委託（その１） 市川市大野町１丁目３７５番地先　外２３箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 4060000 4384800 有限会社　ヤマト造園 5,863,000    　　　

251 平成30年7月17日 排水路等清掃業務委託（その１） 市川市大野町１丁目３７５番地先　外２３箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 4060000 4384800 株式会社　堀之内造園 6,785,000    　　　

251 平成30年7月17日 排水路等清掃業務委託（その１） 市川市大野町１丁目３７５番地先　外２３箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 4060000 4384800 株式会社　ユアサ園芸 6,840,000    　　　

252 平成30年7月17日 排水路等清掃業務委託（その３）校庭貯留その２ 市川市八幡３丁目２４番１号（市川市立八幡小学校）外２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       千葉ロードサービス　株式会社 4,000,000 3,700,000 落札

252 平成30年7月17日 排水路等清掃業務委託（その３）校庭貯留その２ 市川市八幡３丁目２４番１号（市川市立八幡小学校）外２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　建総 4,110,000 3,900,000 　　　

252 平成30年7月17日 排水路等清掃業務委託（その３）校庭貯留その２ 市川市八幡３丁目２４番１号（市川市立八幡小学校）外２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　市川環境エンジニアリング 4,380,000 3,984,000 　　　

253 平成30年7月20日 市川市クリーンセンター機能維持管理分析業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       ユーロフィン日本環境　株式会社千葉営業所 9,700,000    落札

253 平成30年7月20日 市川市クリーンセンター機能維持管理分析業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       中外テクノス　株式会社関東環境技術センター 10,200,000    　　　

253 平成30年7月20日 市川市クリーンセンター機能維持管理分析業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　環境管理センター東関東技術センター 12,800,000    　　　

253 平成30年7月20日 市川市クリーンセンター機能維持管理分析業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       いであ　株式会社千葉営業所       辞退

253 平成30年7月20日 市川市クリーンセンター機能維持管理分析業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       エヌエス環境　株式会社千葉営業所       辞退

254 平成30年7月20日 市川市大柏出張所1階トイレ修繕 市川市南大野2丁目3番19号　大柏出張所 大柏出張所 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       総武設備工業　株式会社 3,645,000    落札

254 平成30年7月20日 市川市大柏出張所1階トイレ修繕 市川市南大野2丁目3番19号　大柏出張所 大柏出張所 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　スワダ管工 4,550,000    　　　

254 平成30年7月20日 市川市大柏出張所1階トイレ修繕 市川市南大野2丁目3番19号　大柏出張所 大柏出張所 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　瀧澤興業 5,250,000    　　　

254 平成30年7月20日 市川市大柏出張所1階トイレ修繕 市川市南大野2丁目3番19号　大柏出張所 大柏出張所 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       アサヒ設備　株式会社 5,300,000    　　　

254 平成30年7月20日 市川市大柏出張所1階トイレ修繕 市川市南大野2丁目3番19号　大柏出張所 大柏出張所 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　大野屋住宅設備 6,200,000    　　　

255 平成30年7月20日 水質浄化施設維持管理業務委託（春木川流域） 市川市曽谷８丁目７番地先　外２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       菱冷環境エンジニアリング　株式会社 1,380,000    落札

256 平成30年7月20日 排水路等清掃業務委託（その２） 市川市二俣７７０番地先　外２２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7980000 8618400 エイワ建商　株式会社 8,548,600    落札

256 平成30年7月20日 排水路等清掃業務委託（その２） 市川市二俣７７０番地先　外２２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7980000 8618400 株式会社　青山造園土木 8,800,000    　　　

256 平成30年7月20日 排水路等清掃業務委託（その２） 市川市二俣７７０番地先　外２２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7980000 8618400 株式会社　ユアサ園芸 9,900,000    　　　

256 平成30年7月20日 排水路等清掃業務委託（その２） 市川市二俣７７０番地先　外２２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7980000 8618400 有限会社　柏井緑化土木 10,230,000    　　　

256 平成30年7月20日 排水路等清掃業務委託（その２） 市川市二俣７７０番地先　外２２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7980000 8618400 株式会社　曽谷造園土木 10,296,000    　　　

256 平成30年7月20日 排水路等清掃業務委託（その２） 市川市二俣７７０番地先　外２２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7980000 8618400 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 10,507,000    　　　

256 平成30年7月20日 排水路等清掃業務委託（その２） 市川市二俣７７０番地先　外２２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7980000 8618400 株式会社　堀之内造園 11,334,000    　　　

256 平成30年7月20日 排水路等清掃業務委託（その２） 市川市二俣７７０番地先　外２２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7980000 8618400 株式会社　メイショウグループ 7,240,000    失格

256 平成30年7月20日 排水路等清掃業務委託（その２） 市川市二俣７７０番地先　外２２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 7980000 8618400 有限会社　ヤマト造園       辞退

257 平成30年7月24日 市川市斎場第３待合室修繕 市川市大野町４丁目２６１０番地１　市川市斎場 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       新建設　株式会社 1,614,000    落札

257 平成30年7月24日 市川市斎場第３待合室修繕 市川市大野町４丁目２６１０番地１　市川市斎場 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　三邦工務店 2,200,000    　　　

257 平成30年7月24日 市川市斎場第３待合室修繕 市川市大野町４丁目２６１０番地１　市川市斎場 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エイワ建商　株式会社 3,353,995    　　　

258 平成30年7月26日 市川駅、市川真間駅、本八幡駅及び京成八幡駅周辺街頭指導及び管理業務委託 市川駅周辺　外３駅周辺 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 47173000 50946840 市川市ビル管理事業協同組合 54,000,000 51,980,000 落札

258 平成30年7月26日 市川駅、市川真間駅、本八幡駅及び京成八幡駅周辺街頭指導及び管理業務委託 市川駅周辺　外３駅周辺 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 47173000 50946840 株式会社　メイショウグループ 57,600,000    辞退

258 平成30年7月26日 市川駅、市川真間駅、本八幡駅及び京成八幡駅周辺街頭指導及び管理業務委託 市川駅周辺　外３駅周辺 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 47173000 50946840 株式会社　ほくしん 59,000,000    辞退

258 平成30年7月26日 市川駅、市川真間駅、本八幡駅及び京成八幡駅周辺街頭指導及び管理業務委託 市川駅周辺　外３駅周辺 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 47173000 50946840 株式会社　ニューオーダー 68,000,000    辞退

259 平成30年7月27日 スタンドアロン型街頭防犯カメラシステム保守点検 市川市市川１丁目２０番２号　外１８１箇所 市民安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　　オーシマ 1,160,000    落札

260 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その1） 市川市大野町２丁目６７８番（大野調整池）　外３箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 3570000 3855600 エイワ建商　株式会社 3,808,300    落札

260 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その1） 市川市大野町２丁目６７８番（大野調整池）　外３箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 3570000 3855600 株式会社　石芳園 4,470,000    　　　

260 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その1） 市川市大野町２丁目６７８番（大野調整池）　外３箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 3570000 3855600 株式会社　曽谷造園土木 4,686,000    　　　

260 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その1） 市川市大野町２丁目６７８番（大野調整池）　外３箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 3570000 3855600 株式会社　荒井造園土木 4,800,000    　　　



260 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その1） 市川市大野町２丁目６７８番（大野調整池）　外３箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 3570000 3855600 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 4,920,000    　　　

260 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その1） 市川市大野町２丁目６７８番（大野調整池）　外３箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 3570000 3855600 株式会社　メイショウグループ 5,440,000    　　　

260 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その1） 市川市大野町２丁目６７８番（大野調整池）　外３箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 3570000 3855600 株式会社　堀之内造園 5,800,000    　　　

260 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その1） 市川市大野町２丁目６７８番（大野調整池）　外３箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 3570000 3855600 岡本緑化建設　株式会社 5,996,100    　　　

261 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その２） 市川市柏井町３丁目１１０番地先～柏井町４丁目３００番地先（大柏川） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2240000 2419200 株式会社　荒井造園土木 2,650,000    落札

261 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その２） 市川市柏井町３丁目１１０番地先～柏井町４丁目３００番地先（大柏川） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2240000 2419200 有限会社　柏井緑化土木 2,750,000    　　　

261 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その２） 市川市柏井町３丁目１１０番地先～柏井町４丁目３００番地先（大柏川） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2240000 2419200 株式会社　メイショウグループ 2,935,000    　　　

261 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その２） 市川市柏井町３丁目１１０番地先～柏井町４丁目３００番地先（大柏川） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2240000 2419200 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 3,060,000    　　　

261 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その２） 市川市柏井町３丁目１１０番地先～柏井町４丁目３００番地先（大柏川） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2240000 2419200 株式会社　曽谷造園土木 3,203,000    　　　

261 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その２） 市川市柏井町３丁目１１０番地先～柏井町４丁目３００番地先（大柏川） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2240000 2419200 株式会社　堀之内造園 3,950,000    　　　

261 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その２） 市川市柏井町３丁目１１０番地先～柏井町４丁目３００番地先（大柏川） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2240000 2419200 岡本緑化建設　株式会社 4,066,400    　　　

261 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その２） 市川市柏井町３丁目１１０番地先～柏井町４丁目３００番地先（大柏川） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2240000 2419200 エイワ建商　株式会社       辞退

262 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その３）校庭貯留その１（オリフィス桝清掃） 市川市須和田２丁目３４番１号（市川市立第二中学校）外２０箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       千葉ロードサービス　株式会社 1,200,000    落札

262 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その３）校庭貯留その１（オリフィス桝清掃） 市川市須和田２丁目３４番１号（市川市立第二中学校）外２０箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　市川環境エンジニアリング 1,445,000    　　　

262 平成30年7月27日 流域貯留維持管理業務委託（その３）校庭貯留その１（オリフィス桝清掃） 市川市須和田２丁目３４番１号（市川市立第二中学校）外２０箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　建総       辞退

263 平成30年7月30日 （債務負担行為）市川市立大和田小学校仮設校舎賃貸借２ 市川市大和田１丁目１番３号 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       東海リース　株式会社千葉支店 197,000,000    落札

263 平成30年7月30日 （債務負担行為）市川市立大和田小学校仮設校舎賃貸借２ 市川市大和田１丁目１番３号 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       立川ハウス工業　株式会社千葉営業所 230,000,000    　　　

263 平成30年7月30日 （債務負担行為）市川市立大和田小学校仮設校舎賃貸借２ 市川市大和田１丁目１番３号 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       大和リース　株式会社千葉支店 233,520,000    　　　

263 平成30年7月30日 （債務負担行為）市川市立大和田小学校仮設校舎賃貸借２ 市川市大和田１丁目１番３号 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　内藤ハウス千葉営業所 258,000,000    　　　

264 平成30年7月30日 市川市スポーツセンター駐車場管理業務委託 市川市国府台１丁目６番４号　市川市スポーツセンター スポーツ課 指名競争　地方自治法施行令第167条第3号 総価 2384000 2574720 市川市ビル管理事業協同組合 2,680,000    落札

264 平成30年7月30日 市川市スポーツセンター駐車場管理業務委託 市川市国府台１丁目６番４号　市川市スポーツセンター スポーツ課 指名競争　地方自治法施行令第167条第3号 総価 2384000 2574720 北総警備保障　株式会社 2,964,000    　　　

264 平成30年7月30日 市川市スポーツセンター駐車場管理業務委託 市川市国府台１丁目６番４号　市川市スポーツセンター スポーツ課 指名競争　地方自治法施行令第167条第3号 総価 2384000 2574720 ＯＢＭ　株式会社 3,350,000    　　　

264 平成30年7月30日 市川市スポーツセンター駐車場管理業務委託 市川市国府台１丁目６番４号　市川市スポーツセンター スポーツ課 指名競争　地方自治法施行令第167条第3号 総価 2384000 2574720 第一警備保障　株式会社 3,800,000    　　　

264 平成30年7月30日 市川市スポーツセンター駐車場管理業務委託 市川市国府台１丁目６番４号　市川市スポーツセンター スポーツ課 指名競争　地方自治法施行令第167条第3号 総価 2384000 2574720 株式会社　ＭＳＫ 4,050,800    　　　

264 平成30年7月30日 市川市スポーツセンター駐車場管理業務委託 市川市国府台１丁目６番４号　市川市スポーツセンター スポーツ課 指名競争　地方自治法施行令第167条第3号 総価 2384000 2574720 株式会社　メイショウグループ       辞退

264 平成30年7月30日 市川市スポーツセンター駐車場管理業務委託 市川市国府台１丁目６番４号　市川市スポーツセンター スポーツ課 指名競争　地方自治法施行令第167条第3号 総価 2384000 2574720 株式会社　ニューオーダー       辞退

265 平成30年8月2日 （長期継続契約）市川市保健センター機械警備業務委託 市川市南八幡４丁目１８番８号　市川市保健センター 健康支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社 9,700    落札

266 平成30年8月3日 （長期継続契約）市川市立須和田の丘支援学校スクールバス運行業務委託 市川市須和田２丁目３４番１号　市川市立須和田の丘支援学校 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 19882 21473 大新東株式会社　舞浜営業所 25,000 23,000 落札

267 平成30年8月6日 （長期継続契約）市川市中小企業融資管理システム用機器賃貸借 市川市八幡３丁目３番２－４０８号　グランドターミナルタワー本八幡４階　市川市経済部商工振興課 商工振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 10,500    落札

267 平成30年8月6日 （長期継続契約）市川市中小企業融資管理システム用機器賃貸借 市川市八幡３丁目３番２－４０８号　グランドターミナルタワー本八幡４階　市川市経済部商工振興課 商工振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 10,700    　　　

268 平成30年8月6日 （長期継続契約）市川市中小企業融資管理システム用機器保守業務 市川市八幡３丁目３番２－４０８号　グランドターミナルタワー本八幡４階　市川市経済部商工振興課 商工振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 2,830    落札

268 平成30年8月6日 （長期継続契約）市川市中小企業融資管理システム用機器保守業務 市川市八幡３丁目３番２－４０８号　グランドターミナルタワー本八幡４階　市川市経済部商工振興課 商工振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 2,830    　　　

269 平成30年8月9日 （長期継続契約）市川市急病診療所用血球計数装置賃貸借 市川市急病診療所　市川市大洲１丁目１８番１号 疾病予防課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＮＴＴファイナンス　株式会社千葉支店 8,900    落札

269 平成30年8月9日 （長期継続契約）市川市急病診療所用血球計数装置賃貸借 市川市急病診療所　市川市大洲１丁目１８番１号 疾病予防課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       東邦薬品　株式会社船橋営業所 13,800    　　　

270 平成30年8月9日 （長期継続契約）平成３０年度住民記録系システム検証用機器等一式賃貸借 市川市南八幡4丁目2番5号　いちかわ情報プラザ 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 2,078,700    落札

270 平成30年8月9日 （長期継続契約）平成３０年度住民記録系システム検証用機器等一式賃貸借 市川市南八幡4丁目2番5号　いちかわ情報プラザ 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 2,081,200    　　　

271 平成30年8月9日 （長期継続契約）平成３０年度住民記録系システム検証用機器等一式保守業務委託 市川市南八幡4丁目2番5号　いちかわ情報プラザ 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 19,000    落札

271 平成30年8月9日 （長期継続契約）平成３０年度住民記録系システム検証用機器等一式保守業務委託 市川市南八幡4丁目2番5号　いちかわ情報プラザ 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 19,000    　　　

272 平成30年8月9日 （長期継続契約）平成３０年度導入健康管理システム用端末機器及び健康管理システムパッケージソフト等賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市役所仮本庁舎　外 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 520,700    落札

273 平成30年8月9日 （長期継続契約）平成３０年度導入健康管理システム用端末機器等保守業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市役所仮本庁舎　外 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 77,410    落札

274 平成30年8月15日 （長期継続契約）市川市税催告等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号3階市川市納税催告ｾﾝﾀｰまたは市川市八幡1丁目1番1号2階市川市納税催告納税・債権管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　アイティフォー　公共システム事業部 1,480,000    落札

274 平成30年8月15日 （長期継続契約）市川市税催告等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号3階市川市納税催告ｾﾝﾀｰまたは市川市八幡1丁目1番1号2階市川市納税催告納税・債権管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店 1,510,000    　　　

274 平成30年8月15日 （長期継続契約）市川市税催告等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号3階市川市納税催告ｾﾝﾀｰまたは市川市八幡1丁目1番1号2階市川市納税催告納税・債権管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ケー・デー・シー 1,873,600    　　　

274 平成30年8月15日 （長期継続契約）市川市税催告等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号3階市川市納税催告ｾﾝﾀｰまたは市川市八幡1丁目1番1号2階市川市納税催告納税・債権管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ヒューマントラスト 1,876,310    　　　

274 平成30年8月15日 （長期継続契約）市川市税催告等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号3階市川市納税催告ｾﾝﾀｰまたは市川市八幡1丁目1番1号2階市川市納税催告納税・債権管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＫＤＤＩエボルバ 2,022,666    　　　

274 平成30年8月15日 （長期継続契約）市川市税催告等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号3階市川市納税催告ｾﾝﾀｰまたは市川市八幡1丁目1番1号2階市川市納税催告納税・債権管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　セゾンパーソナルプラス 2,075,000    　　　

274 平成30年8月15日 （長期継続契約）市川市税催告等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号3階市川市納税催告ｾﾝﾀｰまたは市川市八幡1丁目1番1号2階市川市納税催告納税・債権管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       シーデーシー情報システム　株式会社       辞退

275 平成30年8月17日 (長期継続契約)市川市信篤公民館エレベータ定期点検及び保守業務委託 市川市高谷１丁目８番１号　信篤公民館 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ジャパンエレベーターサービス城南　株式会社 10,800    落札

275 平成30年8月17日 (長期継続契約)市川市信篤公民館エレベータ定期点検及び保守業務委託 市川市高谷１丁目８番１号　信篤公民館 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エレベーターコミュニケーションズ　株式会社 15,000    　　　

275 平成30年8月17日 (長期継続契約)市川市信篤公民館エレベータ定期点検及び保守業務委託 市川市高谷１丁目８番１号　信篤公民館 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セフティアシスト　株式会社 15,950    　　　

276 平成30年8月17日 市川市公民館防火設備定期点検業務委託 市川市高谷１丁目８番１号　信篤公民館　外６箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　開成防災 600,000    落札

276 平成30年8月17日 市川市公民館防火設備定期点検業務委託 市川市高谷１丁目８番１号　信篤公民館　外６箇所 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　本間設計 1,890,000    　　　

277 平成30年8月22日 公民館講座情報紙（ミーティアムガイド）新聞折込み業務委託 市川市南八幡1丁目17番15号　社会教育課 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　ユースメディア柏営業所 4.31    落札

277 平成30年8月22日 公民館講座情報紙（ミーティアムガイド）新聞折込み業務委託 市川市南八幡1丁目17番15号　社会教育課 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　加藤新聞舗 4.56    　　　

278 平成30年8月27日 （長期継続契約）自動体外式除細動器（AED)賃貸借 市川市八幡1丁目8番1号　市川市東消防署　外10箇所 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　シルバーとっぷ 87,975    落札

278 平成30年8月27日 （長期継続契約）自動体外式除細動器（AED)賃貸借 市川市八幡1丁目8番1号　市川市東消防署　外10箇所 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＮＴＴファイナンス　株式会社千葉支店 93,500    　　　

278 平成30年8月27日 （長期継続契約）自動体外式除細動器（AED)賃貸借 市川市八幡1丁目8番1号　市川市東消防署　外10箇所 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セコム　株式会社       辞退

279 平成30年8月30日 (長期継続契約)施設予約システム用キオスク端末4台賃貸借 市川市内4箇所 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 42,250    落札

279 平成30年8月30日 (長期継続契約)施設予約システム用キオスク端末4台賃貸借 市川市内4箇所 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 42,900    　　　

280 平成30年8月30日 (長期継続契約)施設予約システム用キオスク端末4台保守業務委託 市川市内4箇所 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 12,000    落札

280 平成30年8月30日 (長期継続契約)施設予約システム用キオスク端末4台保守業務委託 市川市内4箇所 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 12,000    　　　

281 平成30年8月30日 市川市シティセールスにかかるＷＥＢ広告業務 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市企画部企画課 企画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　サイネックス 1,154,000    落札

281 平成30年8月30日 市川市シティセールスにかかるＷＥＢ広告業務 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市企画部企画課 企画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　電通東日本　千葉支社 1,850,000    　　　

282 平成30年8月31日 （長期継続契約）平成３０年度住基ネット関連プリンタ賃貸借 市川市　財政部　納税・債権管理課 納税・債権管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 950    落札

282 平成30年8月31日 （長期継続契約）平成３０年度住基ネット関連プリンタ賃貸借 市川市　財政部　納税・債権管理課 納税・債権管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 1,000    　　　

283 平成30年8月31日 （長期継続契約）平成３０年度住基ネット関連プリンタ保守業務 市川市　財政部　納税・債権管理課 納税・債権管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 2,500    落札



283 平成30年8月31日 （長期継続契約）平成３０年度住基ネット関連プリンタ保守業務 市川市　財政部　納税・債権管理課 納税・債権管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 2,500    　　　

284 平成30年9月4日 国民健康保険柔道整復療養費支給申請書点検業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市保健部国民健康保険課 国民健康保険課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　コアジャパン 1,638,000    落札

284 平成30年9月4日 国民健康保険柔道整復療養費支給申請書点検業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市保健部国民健康保険課 国民健康保険課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　オークス 3,927,000    　　　

285 平成30年9月4日 備蓄用土のう製作業務委託 市川市東菅野2丁目23番地先　菅野終末処理場　外1箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　石芳園 2,400,000    落札

285 平成30年9月4日 備蓄用土のう製作業務委託 市川市東菅野2丁目23番地先　菅野終末処理場　外1箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　柏井緑化土木 2,510,000    　　　

285 平成30年9月4日 備蓄用土のう製作業務委託 市川市東菅野2丁目23番地先　菅野終末処理場　外1箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エイワ建商　株式会社 2,519,000    　　　

286 平成30年9月6日 平成３０年度東京湾消防相互応援協定に基づく合同消防訓練会場設営撤収業務委託 市川市本行徳２５５４番地１　JXTGエネルギー株式会社　市川油槽所 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　アーチサービス 999,100    落札

286 平成30年9月6日 平成３０年度東京湾消防相互応援協定に基づく合同消防訓練会場設営撤収業務委託 市川市本行徳２５５４番地１　JXTGエネルギー株式会社　市川油槽所 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　セブンサービス企画装飾 1,970,000    　　　

287 平成30年9月10日 （長期継続契約）開発許可等電子化システム仮想環境対応ソフトウエア賃貸借 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市役所市川南仮設庁舎１階　市川市街づくり部開発指導課 開発指導課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 8,550    落札

287 平成30年9月10日 （長期継続契約）開発許可等電子化システム仮想環境対応ソフトウエア賃貸借 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市役所市川南仮設庁舎１階　市川市街づくり部開発指導課 開発指導課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 8,750    　　　

288 平成30年9月13日 （長期継続契約）平成３０年度導入庁内LAN用ノートパソコン及び周辺機器賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　　　市川市　市役所仮本庁舎　外　市川市内の拠点 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＮＴＴファイナンス　株式会社千葉支店 1,544,600    落札

288 平成30年9月13日 （長期継続契約）平成３０年度導入庁内LAN用ノートパソコン及び周辺機器賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　　　市川市　市役所仮本庁舎　外　市川市内の拠点 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　株式会社 1,606,000    　　　

288 平成30年9月13日 （長期継続契約）平成３０年度導入庁内LAN用ノートパソコン及び周辺機器賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　　　市川市　市役所仮本庁舎　外　市川市内の拠点 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       日立キャピタル　株式会社　 1,610,900    　　　

288 平成30年9月13日 （長期継続契約）平成３０年度導入庁内LAN用ノートパソコン及び周辺機器賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　　　市川市　市役所仮本庁舎　外　市川市内の拠点 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       興銀リース　株式会社 1,634,400    　　　

288 平成30年9月13日 （長期継続契約）平成３０年度導入庁内LAN用ノートパソコン及び周辺機器賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　　　市川市　市役所仮本庁舎　外　市川市内の拠点 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所       辞退

288 平成30年9月13日 （長期継続契約）平成３０年度導入庁内LAN用ノートパソコン及び周辺機器賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　　　市川市　市役所仮本庁舎　外　市川市内の拠点 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　       辞退

289 平成30年9月14日 市川市市川公民館トイレ和便器取替修繕 市川市市川２丁目３３番２号 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　スワダ管工 4,500,000    落札

289 平成30年9月14日 市川市市川公民館トイレ和便器取替修繕 市川市市川２丁目３３番２号 社会教育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       大川設備工業　株式会社       棄権

290 平成30年9月18日 市川市地番参照点データ更新業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市　財政部　固定資産税課 固定資産税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　丸菱行政地図　千葉営業所 1,020,000    落札

290 平成30年9月18日 市川市地番参照点データ更新業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市　財政部　固定資産税課 固定資産税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       空間情報サービス　株式会社 1,380,000    　　　

291 平成30年9月19日 市川市クリーンセンター灰汚水槽等清掃業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　建総 1,280,000    落札

291 平成30年9月19日 市川市クリーンセンター灰汚水槽等清掃業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　市川環境エンジニアリング 1,350,000    　　　

291 平成30年9月19日 市川市クリーンセンター灰汚水槽等清掃業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       千葉ロードサービス　株式会社 1,600,000    　　　

292 平成30年9月19日 市川市クリーンセンター排水処理設備保守点検業務委託 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　クリタス 3,800,000    落札

293 平成30年9月19日 平成３０年度　市川市建築物動態調査業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　パスコ千葉支店 1,750,000    落札

293 平成30年9月19日 平成３０年度　市川市建築物動態調査業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       アジア航測　株式会社千葉支店 2,000,000    　　　

293 平成30年9月19日 平成３０年度　市川市建築物動態調査業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       空間情報サービス　株式会社 2,070,000    　　　

293 平成30年9月19日 平成３０年度　市川市建築物動態調査業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       朝日航洋　株式会社千葉支店 2,400,000    　　　

293 平成30年9月19日 平成３０年度　市川市建築物動態調査業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　国際開発コンサルタンツ千葉事務所 2,500,000    　　　

293 平成30年9月19日 平成３０年度　市川市建築物動態調査業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　オオバ千葉支店 2,580,000    　　　

293 平成30年9月19日 平成３０年度　市川市建築物動態調査業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       第一航業　株式会社千葉営業所 2,758,050    　　　

293 平成30年9月19日 平成３０年度　市川市建築物動態調査業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       京葉測量　株式会社市川支店 2,800,000    　　　

293 平成30年9月19日 平成３０年度　市川市建築物動態調査業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       パシフィックコンサルタンツ　株式会社千葉事務所       辞退

294 平成30年9月20日 黒松害虫防除樹幹注入業務委託 市川市須和田１丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1215000 1312200 エイワ建商　株式会社 1,454,500    落札

294 平成30年9月20日 黒松害虫防除樹幹注入業務委託 市川市須和田１丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1215000 1312200 株式会社　メイショウグループ 1,499,000    　　　

294 平成30年9月20日 黒松害虫防除樹幹注入業務委託 市川市須和田１丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1215000 1312200 株式会社　石芳園 1,723,000    　　　

294 平成30年9月20日 黒松害虫防除樹幹注入業務委託 市川市須和田１丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1215000 1312200 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 2,233,800    　　　

294 平成30年9月20日 黒松害虫防除樹幹注入業務委託 市川市須和田１丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1215000 1312200 株式会社　曽谷造園土木 2,239,000    　　　

294 平成30年9月20日 黒松害虫防除樹幹注入業務委託 市川市須和田１丁目１４番外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1215000 1312200 株式会社　堀之内造園 2,664,000    　　　

295 平成30年9月20日 市川市文学ミュージアム第Ⅱ期企画展資料搬出入及び展示業務委託 市川市鬼高1丁目1番4号　生涯学習センター2階　市川市文学ミュージアム 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社　東京美術品支店 660,070    落札

295 平成30年9月20日 市川市文学ミュージアム第Ⅱ期企画展資料搬出入及び展示業務委託 市川市鬼高1丁目1番4号　生涯学習センター2階　市川市文学ミュージアム 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       佐川急便株式会社　東関東支店 803,800    　　　

296 平成30年9月21日 （長期継続契約）市川市霊園塵芥等収集運搬業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地外　市川市霊園 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       有限会社　三穂興業 55    落札

296 平成30年9月21日 （長期継続契約）市川市霊園塵芥等収集運搬業務委託 市川市大野町４丁目２４８１番地外　市川市霊園 斎場霊園管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       有限会社　藤城清掃サービス 60    　　　

297 平成30年9月25日 （長期継続契約）市川市観賞植物園管理業務委託 市川市大町２１３番１１ 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       箱根植木　株式会社千葉支店 105,000    落札

298 平成30年9月25日 （長期継続契約）市川市立国分小学校エレベータ定期点検及び保守業務委託 市川市東国分2丁目4番1号 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ジャパンエレベーターサービス城南　株式会社 10,200    落札

298 平成30年9月25日 （長期継続契約）市川市立国分小学校エレベータ定期点検及び保守業務委託 市川市東国分2丁目4番1号 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       セフティアシスト　株式会社 14,500    　　　

298 平成30年9月25日 （長期継続契約）市川市立国分小学校エレベータ定期点検及び保守業務委託 市川市東国分2丁目4番1号 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エレベーターコミュニケーションズ　株式会社 15,000    　　　

299 平成30年9月26日 市川市住居表示維持管理業務委託 市川市曽谷三丁目２４番～４２番および四丁目、五丁目の全域 総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       アクリーグ　株式会社千葉支店 1,270,000    落札

299 平成30年9月26日 市川市住居表示維持管理業務委託 市川市曽谷三丁目２４番～４２番および四丁目、五丁目の全域 総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       公共地研　株式会社千葉支店 1,288,000    　　　

299 平成30年9月26日 市川市住居表示維持管理業務委託 市川市曽谷三丁目２４番～４２番および四丁目、五丁目の全域 総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　丸菱行政地図　千葉営業所 1,465,000    　　　

300 平成30年9月26日 市川市文学ミュージアム収蔵写真資料データ化業務委託 市川市鬼高1丁目1番4号　生涯学習センター2階　市川市文学ミュージアム 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　マイクロフィッシュ　東京営業所 1,036,710    落札

300 平成30年9月26日 市川市文学ミュージアム収蔵写真資料データ化業務委託 市川市鬼高1丁目1番4号　生涯学習センター2階　市川市文学ミュージアム 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　国際マイクロ写真工業社 2,505,950    　　　

301 平成30年10月1日 （長期継続契約）市川市急病診療所用高圧蒸気滅菌機賃貸借 市川市急病診療所　市川市大洲１丁目１８番１号 疾病予防課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　自治体病院共済会 19,900    落札

301 平成30年10月1日 （長期継続契約）市川市急病診療所用高圧蒸気滅菌機賃貸借 市川市急病診療所　市川市大洲１丁目１８番１号 疾病予防課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　パスカルメディカ       辞退

302 平成30年10月2日 （長期継続契約）駐輪場管理事業用自動車賃貸借 道路交通部交通計画課 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　トヨタレンタリース千葉 25,000    落札

303 平成30年10月4日 平成３０年度緊急水質等分析業務委託（その３） 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市役所市川南仮設庁舎 環境保全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ユーロフィン日本環境　株式会社千葉営業所 587,000    落札

303 平成30年10月4日 平成３０年度緊急水質等分析業務委託（その３） 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市役所市川南仮設庁舎 環境保全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       中外テクノス　株式会社関東環境技術センター 620,000    　　　

303 平成30年10月4日 平成３０年度緊急水質等分析業務委託（その３） 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市役所市川南仮設庁舎 環境保全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　環境管理センター東関東技術センター 1,320,000    　　　

304 平成30年10月5日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕（市川市立真間小学校） 市川市真間４丁目１番１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　山中工務店 6,360,000    落札

304 平成30年10月5日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕（市川市立真間小学校） 市川市真間４丁目１番１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       新建設　株式会社 6,800,000    　　　

304 平成30年10月5日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕（市川市立真間小学校） 市川市真間４丁目１番１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エイワ建商　株式会社       辞退

305 平成30年10月11日 市川市防災カルテ作成業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市危機管理室危機管理課 危機管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       応用地質株式会社　千葉営業所 3,440,000    落札

305 平成30年10月11日 市川市防災カルテ作成業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市危機管理室危機管理課 危機管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       中央コンサルタンツ　株式会社千葉事務所 5,970,000    　　　

305 平成30年10月11日 市川市防災カルテ作成業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市危機管理室危機管理課 危機管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　パスコ千葉支店 6,020,000    　　　

306 平成30年10月12日 排水路等清掃業務委託（その４） 市川市南大野２丁目５番地先（こざと北公園、こざと南公園） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2667000 2880360 株式会社　メイショウグループ 2,670,000    落札

306 平成30年10月12日 排水路等清掃業務委託（その４） 市川市南大野２丁目５番地先（こざと北公園、こざと南公園） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2667000 2880360 株式会社　曽谷造園土木 3,399,000    　　　



306 平成30年10月12日 排水路等清掃業務委託（その４） 市川市南大野２丁目５番地先（こざと北公園、こざと南公園） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2667000 2880360 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 3,770,000    　　　

306 平成30年10月12日 排水路等清掃業務委託（その４） 市川市南大野２丁目５番地先（こざと北公園、こざと南公園） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2667000 2880360 エイワ建商　株式会社 3,922,800    　　　

306 平成30年10月12日 排水路等清掃業務委託（その４） 市川市南大野２丁目５番地先（こざと北公園、こざと南公園） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 2667000 2880360 株式会社　サンライズグリーン 4,100,000    　　　

307 平成30年10月18日 （仮称）京葉住設葛南ビル内装改装修繕 市川市南八幡２丁目１７番７号 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　メイショウグループ 2,700,000    落札

307 平成30年10月18日 （仮称）京葉住設葛南ビル内装改装修繕 市川市南八幡２丁目１７番７号 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＯＢＭ　株式会社 3,002,500    　　　

308 平成30年10月24日 イルミネーション設置管理業務委託 市川市堀之内３丁目１８番外６箇所 まち並み景観整備課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 + 単価       有限会社　サポートプランニング 17,217,000    落札

309 平成30年10月24日 市県民税課税データ作成業務委託（前期分） 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部市民税課 市民税課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　東計電算 18,056,600    落札

309 平成30年10月24日 市県民税課税データ作成業務委託（前期分） 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部市民税課 市民税課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       富士ソフトサービスビューロ　株式会社 23,080,320    　　　

309 平成30年10月24日 市県民税課税データ作成業務委託（前期分） 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部市民税課 市民税課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　ジェイエスキューブ　東部サービス部       辞退

309 平成30年10月24日 市県民税課税データ作成業務委託（前期分） 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部市民税課 市民税課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       シーデーシー情報システム　株式会社       辞退

309 平成30年10月24日 市県民税課税データ作成業務委託（前期分） 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部市民税課 市民税課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社　恵和ビジネス　東京営業部       辞退

310 平成30年10月24日 平成３０年度導入庁内LANパソコン設定作業等業務委託 千葉県又は東京都23区内の受注者の準備する場所及び市内施設各所 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＮＥＣネッツエスアイ　株式会社千葉営業所 9,500,000    落札

310 平成30年10月24日 平成３０年度導入庁内LANパソコン設定作業等業務委託 千葉県又は東京都23区内の受注者の準備する場所及び市内施設各所 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　大崎コンピュータエンヂニアリング　市川支店 9,737,000    　　　

310 平成30年10月24日 平成３０年度導入庁内LANパソコン設定作業等業務委託 千葉県又は東京都23区内の受注者の準備する場所及び市内施設各所 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　大塚商会ＬＡ事業部　公共グループ 25,000,000    　　　

311 平成30年10月25日 一級河川大柏川管理移管図書作成業務委託 市川市大野町3丁目2066番～柏井町4丁目307番地先（大柏川） 河川・下水道建設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       空間情報サービス　株式会社 4,860,000    落札

311 平成30年10月25日 一級河川大柏川管理移管図書作成業務委託 市川市大野町3丁目2066番～柏井町4丁目307番地先（大柏川） 河川・下水道建設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       東京コンサルタンツ　株式会社千葉事務所 5,800,000    　　　

311 平成30年10月25日 一級河川大柏川管理移管図書作成業務委託 市川市大野町3丁目2066番～柏井町4丁目307番地先（大柏川） 河川・下水道建設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       京葉測量　株式会社市川支店 15,100,000    　　　

312 平成30年10月26日 市川市観賞植物園高圧ケーブル交換修繕 市川市大町２１３番１１ 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       友信電氣　株式会社 900,000    落札

312 平成30年10月26日 市川市観賞植物園高圧ケーブル交換修繕 市川市大町２１３番１１ 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　興電社 1,560,000    　　　

312 平成30年10月26日 市川市観賞植物園高圧ケーブル交換修繕 市川市大町２１３番１１ 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ティエムテック 1,650,000    　　　

312 平成30年10月26日 市川市観賞植物園高圧ケーブル交換修繕 市川市大町２１３番１１ 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　スガマ電設 1,723,000    　　　

312 平成30年10月26日 市川市観賞植物園高圧ケーブル交換修繕 市川市大町２１３番１１ 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       東葛電気　株式会社 1,800,000    　　　

312 平成30年10月26日 市川市観賞植物園高圧ケーブル交換修繕 市川市大町２１３番１１ 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　盛電社       辞退

313 平成30年10月29日 市川市カラス生息調査委託（その１） 市川市真間4丁目9番地先他市内各所並びに隣接する船橋市及び東京都の一部 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　地域環境計画 2,390,000    落札

313 平成30年10月29日 市川市カラス生息調査委託（その１） 市川市真間4丁目9番地先他市内各所並びに隣接する船橋市及び東京都の一部 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ユーロフィン日本環境　株式会社千葉営業所 2,720,000    　　　

313 平成30年10月29日 市川市カラス生息調査委託（その１） 市川市真間4丁目9番地先他市内各所並びに隣接する船橋市及び東京都の一部 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　地域開発コンサルタンツ 2,780,000    　　　

313 平成30年10月29日 市川市カラス生息調査委託（その１） 市川市真間4丁目9番地先他市内各所並びに隣接する船橋市及び東京都の一部 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　セルコ千葉営業所 3,300,000    　　　

313 平成30年10月29日 市川市カラス生息調査委託（その１） 市川市真間4丁目9番地先他市内各所並びに隣接する船橋市及び東京都の一部 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       中外テクノス　株式会社関東環境技術センター 3,380,000    　　　

313 平成30年10月29日 市川市カラス生息調査委託（その１） 市川市真間4丁目9番地先他市内各所並びに隣接する船橋市及び東京都の一部 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　建設技術研究所千葉事務所 3,700,000    　　　

313 平成30年10月29日 市川市カラス生息調査委託（その１） 市川市真間4丁目9番地先他市内各所並びに隣接する船橋市及び東京都の一部 自然環境課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　総合環境計画　千葉事務所       辞退

314 平成30年10月29日 市川市クリーンセンター電動機修繕 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       ＪＦＥプラントエンジ　株式会社東関東支店 2,600,000    落札

314 平成30年10月29日 市川市クリーンセンター電動機修繕 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       東芝インフラシステムズ　株式会社東関東支店 2,980,000    　　　

314 平成30年10月29日 市川市クリーンセンター電動機修繕 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       荏原実業　株式会社東関東支社 4,190,000    　　　

314 平成30年10月29日 市川市クリーンセンター電動機修繕 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　第一テクノ　千葉営業所 5,000,000    　　　

314 平成30年10月29日 市川市クリーンセンター電動機修繕 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　明電エンジニアリング　東関東支店       辞退

314 平成30年10月29日 市川市クリーンセンター電動機修繕 市川市田尻１００３番地 クリーンセンター 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　ミゾタ東京支店       辞退

315 平成30年10月29日 市川市子ども・子育て支援事業計画策定に係る市民ニーズ調査業務委託 市川市八幡3丁目4番1号　アクス本八幡2階　市川市こども政策部子育て支援課 子育て支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　アストジェイ 2,480,000    落札

315 平成30年10月29日 市川市子ども・子育て支援事業計画策定に係る市民ニーズ調査業務委託 市川市八幡3丁目4番1号　アクス本八幡2階　市川市こども政策部子育て支援課 子育て支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　コーエイリサーチ＆コンサルティング 3,570,000    　　　

315 平成30年10月29日 市川市子ども・子育て支援事業計画策定に係る市民ニーズ調査業務委託 市川市八幡3丁目4番1号　アクス本八幡2階　市川市こども政策部子育て支援課 子育て支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　タイム・エージェント 3,730,000    　　　

315 平成30年10月29日 市川市子ども・子育て支援事業計画策定に係る市民ニーズ調査業務委託 市川市八幡3丁目4番1号　アクス本八幡2階　市川市こども政策部子育て支援課 子育て支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　名豊 3,860,000    　　　

315 平成30年10月29日 市川市子ども・子育て支援事業計画策定に係る市民ニーズ調査業務委託 市川市八幡3丁目4番1号　アクス本八幡2階　市川市こども政策部子育て支援課 子育て支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　グリーンエコ　東京事務所 3,940,000    　　　

315 平成30年10月29日 市川市子ども・子育て支援事業計画策定に係る市民ニーズ調査業務委託 市川市八幡3丁目4番1号　アクス本八幡2階　市川市こども政策部子育て支援課 子育て支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       中央開発　株式会社関東支店　千葉営業所 3,970,000    　　　

315 平成30年10月29日 市川市子ども・子育て支援事業計画策定に係る市民ニーズ調査業務委託 市川市八幡3丁目4番1号　アクス本八幡2階　市川市こども政策部子育て支援課 子育て支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　政策基礎研究所 4,332,300    　　　

315 平成30年10月29日 市川市子ども・子育て支援事業計画策定に係る市民ニーズ調査業務委託 市川市八幡3丁目4番1号　アクス本八幡2階　市川市こども政策部子育て支援課 子育て支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 4,470,000    　　　

316 平成30年11月2日 （長期継続契約）こども福祉総合システムパッケージ等賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市こども政策部こども福祉課　外 こども福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 218,300    落札

316 平成30年11月2日 （長期継続契約）こども福祉総合システムパッケージ等賃貸借 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市こども政策部こども福祉課　外 こども福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 220,500    　　　

317 平成30年11月5日 （長期継続契約）（仮称）京葉住設葛南ビル電話交換設備賃貸借 市川市南八幡２丁目１７番７号 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       神田通信機　株式会社千葉支店 29,000    落札

318 平成30年11月8日 市川市航空写真撮影業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部固定資産税課 固定資産税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　パスコ千葉支店 5,000,000 4,700,000 落札

318 平成30年11月8日 市川市航空写真撮影業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市財政部固定資産税課 固定資産税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       国際航業　株式会社千葉支店 7,300,000    辞退

319 平成30年11月8日 市川市生涯学習センター地下電気室変電設備修繕 市川市鬼高１丁目１番４号 中央図書館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　電機産業 4,770,000    落札

319 平成30年11月8日 市川市生涯学習センター地下電気室変電設備修繕 市川市鬼高１丁目１番４号 中央図書館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　興電社 5,748,000    　　　

319 平成30年11月8日 市川市生涯学習センター地下電気室変電設備修繕 市川市鬼高１丁目１番４号 中央図書館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　アライ照明 6,060,000    　　　

320 平成30年11月9日 平成３０年度課長・副参事及び主幹昇任選考試験に係る面接試験業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市総務部人事課 人事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       テックビジネスサービス　株式会社 846,000    落札

320 平成30年11月9日 平成３０年度課長・副参事及び主幹昇任選考試験に係る面接試験業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市総務部人事課 人事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　公職研 1,346,400    　　　

320 平成30年11月9日 平成３０年度課長・副参事及び主幹昇任選考試験に係る面接試験業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市総務部人事課 人事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       マンパワーグループ株式会社　幕張支店       辞退

320 平成30年11月9日 平成３０年度課長・副参事及び主幹昇任選考試験に係る面接試験業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市総務部人事課 人事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       テンブロス　株式会社船橋オフィス       辞退

320 平成30年11月9日 平成３０年度課長・副参事及び主幹昇任選考試験に係る面接試験業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市総務部人事課 人事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　ＨＲＰ       辞退

320 平成30年11月9日 平成３０年度課長・副参事及び主幹昇任選考試験に係る面接試験業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市総務部人事課 人事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       アデコ株式会社　東京ベイ支社       辞退

320 平成30年11月9日 平成３０年度課長・副参事及び主幹昇任選考試験に係る面接試験業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市総務部人事課 人事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       ヒューマンリソシア　株式会社       辞退

320 平成30年11月9日 平成３０年度課長・副参事及び主幹昇任選考試験に係る面接試験業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市総務部人事課 人事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       パーソルテンプスタッフ　株式会社南関東営業部       辞退

320 平成30年11月9日 平成３０年度課長・副参事及び主幹昇任選考試験に係る面接試験業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市総務部人事課 人事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　日本経営協会総合研究所       辞退

320 平成30年11月9日 平成３０年度課長・副参事及び主幹昇任選考試験に係る面接試験業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市総務部人事課 人事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　パソナ       辞退

320 平成30年11月9日 平成３０年度課長・副参事及び主幹昇任選考試験に係る面接試験業務委託 市川市南八幡２丁目２０番２号　市川市総務部人事課 人事課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　ヒューマントラスト　営業本部       辞退

321 平成30年11月13日 市川市家屋経年異動判読調査業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市財政部固定資産税課 固定資産税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       公共地研　株式会社千葉支店 3,700,000    落札

321 平成30年11月13日 市川市家屋経年異動判読調査業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市財政部固定資産税課 固定資産税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　丸菱行政地図 3,720,000    　　　

321 平成30年11月13日 市川市家屋経年異動判読調査業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市財政部固定資産税課 固定資産税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       国際航業　株式会社千葉支店 5,000,000    　　　



321 平成30年11月13日 市川市家屋経年異動判読調査業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市財政部固定資産税課 固定資産税課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       朝日航洋　株式会社千葉支店 29,500,000    　　　

322 平成30年11月14日 市川市文化会館屋上給水管修繕 市川市大和田１丁目１番５号 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　五葉エンジニアリング 600,000    落札

323 平成30年11月15日 平成３１年市川市消防出初式会場設営及び撤収業務委託 市川市大洲１丁目１８番　大洲防災公園 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       日本催事　株式会社 1,060,000    落札

323 平成30年11月15日 平成３１年市川市消防出初式会場設営及び撤収業務委託 市川市大洲１丁目１８番　大洲防災公園 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　セブンサービス企画装飾 2,180,000    　　　

324 平成30年11月20日 市営住宅原木団地外１棟天井囲込修繕 市川市原木３丁目７７９番１　外１箇所 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　ユタカ建設 14,571,000    落札

325 平成30年11月20日 市営住宅曽谷第四団地Ａ棟外３棟天井囲込修繕 市川市曽谷５丁目７７６番１　外３箇所 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　ユタカ建設 13,082,080    落札

326 平成30年11月20日 市営住宅柏井第一団地１号棟外２棟天井囲込修繕 市川市柏井２丁目１３４４番１　外２箇所 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　ユタカ建設 15,275,000    落札

327 平成30年11月20日 排水路等清掃業務委託（その５） 市川市南大野２丁目５番地先（こざと南公園） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       千葉ロードサービス　株式会社 7,500,000    落札

327 平成30年11月20日 排水路等清掃業務委託（その５） 市川市南大野２丁目５番地先（こざと南公園） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　建総 7,700,000    　　　

327 平成30年11月20日 排水路等清掃業務委託（その５） 市川市南大野２丁目５番地先（こざと南公園） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　市川環境エンジニアリング 8,150,000    　　　

328 平成30年11月20日 排水路等清掃業務委託（その６） 市川市稲荷木２丁目２２番地先（高谷川） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　建総 2,090,000    落札

328 平成30年11月20日 排水路等清掃業務委託（その６） 市川市稲荷木２丁目２２番地先（高谷川） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　市川環境エンジニアリング 2,660,000    　　　

328 平成30年11月20日 排水路等清掃業務委託（その６） 市川市稲荷木２丁目２２番地先（高谷川） 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       千葉ロードサービス　株式会社 3,500,000    　　　

329 平成30年11月21日 自転車等駐車場使用許可申請書データ作成業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市道路交通部交通計画課 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＫＤＳ営業部 365,400    落札

329 平成30年11月21日 自転車等駐車場使用許可申請書データ作成業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市道路交通部交通計画課 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　日比谷情報サービス　千葉営業所 408,900    　　　

329 平成30年11月21日 自転車等駐車場使用許可申請書データ作成業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号　市川市道路交通部交通計画課 交通計画課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       空間情報サービス　株式会社 950,000    　　　

330 平成30年11月22日 塩浜市民体育館給水ポンプ交換修繕 市川市塩浜４丁目９番１号 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　スワダ管工 7,500,000    落札

330 平成30年11月22日 塩浜市民体育館給水ポンプ交換修繕 市川市塩浜４丁目９番１号 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　大峰設備工業 8,500,000    　　　

330 平成30年11月22日 塩浜市民体育館給水ポンプ交換修繕 市川市塩浜４丁目９番１号 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       総武設備工業　株式会社 8,800,000    　　　

331 平成30年11月22日 市川市動植物園カワウソ舎濾過器交換修繕 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       大川設備工業　株式会社 4,619,000    落札

331 平成30年11月22日 市川市動植物園カワウソ舎濾過器交換修繕 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       京葉設備建設　株式会社 4,768,000    　　　

331 平成30年11月22日 市川市動植物園カワウソ舎濾過器交換修繕 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　瀧澤興業       辞退

332 平成30年11月22日 市川市動植物園なかよし広場入口扉修繕 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エイワ建商　株式会社 980,000    落札

332 平成30年11月22日 市川市動植物園なかよし広場入口扉修繕 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       新建設　株式会社 1,250,000    　　　

332 平成30年11月22日 市川市動植物園なかよし広場入口扉修繕 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　中村興業 1,450,000    　　　

332 平成30年11月22日 市川市動植物園なかよし広場入口扉修繕 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       テッコウエンジニアリング　株式会社 1,750,000    　　　

332 平成30年11月22日 市川市動植物園なかよし広場入口扉修繕 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　クニハル 1,800,000    　　　

332 平成30年11月22日 市川市動植物園なかよし広場入口扉修繕 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　瀧澤興業       辞退

333 平成30年11月22日 施設修繕　その３(狭あい道路） 市川市菅野3丁目1番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       有限会社　ウェル 958,000    落札

333 平成30年11月22日 施設修繕　その３(狭あい道路） 市川市菅野3丁目1番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       久保塗装　株式会社 1,200,000    　　　

333 平成30年11月22日 施設修繕　その３(狭あい道路） 市川市菅野3丁目1番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　スワダ管工 1,500,000    　　　

333 平成30年11月22日 施設修繕　その３(狭あい道路） 市川市菅野3丁目1番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       松丸建設興業　株式会社       辞退

333 平成30年11月22日 施設修繕　その３(狭あい道路） 市川市菅野3丁目1番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       千東建設　株式会社       辞退

334 平成30年11月22日 平成３０年度　自動車騒音常時監視業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号 　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　上総環境調査センター 1,020,000    落札

334 平成30年11月22日 平成３０年度　自動車騒音常時監視業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号 　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       中外テクノス　株式会社関東環境技術センター 1,100,000    　　　

334 平成30年11月22日 平成３０年度　自動車騒音常時監視業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号 　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　市川環境アセス 1,740,000    　　　

334 平成30年11月22日 平成３０年度　自動車騒音常時監視業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号 　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　ＰＣＥＲ 1,780,000    　　　

334 平成30年11月22日 平成３０年度　自動車騒音常時監視業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号 　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       一般財団法人　千葉県環境財団 2,400,000    　　　

334 平成30年11月22日 平成３０年度　自動車騒音常時監視業務委託 市川市市川南２丁目９番１２号 　市川市環境部環境保全課 環境保全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　環境管理センター東関東技術センター 2,700,000    　　　

335 平成30年11月26日 市川市こども発達センター受変電設備修繕 市川市大洲４丁目１８番３号 発達支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       友信電氣　株式会社 2,730,000    落札

335 平成30年11月26日 市川市こども発達センター受変電設備修繕 市川市大洲４丁目１８番３号 発達支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　電洋社 3,600,000    　　　

335 平成30年11月26日 市川市こども発達センター受変電設備修繕 市川市大洲４丁目１８番３号 発達支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　電機産業 4,100,000    　　　

335 平成30年11月26日 市川市こども発達センター受変電設備修繕 市川市大洲４丁目１８番３号 発達支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　興電社 4,300,000    　　　

335 平成30年11月26日 市川市こども発達センター受変電設備修繕 市川市大洲４丁目１８番３号 発達支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　アライ照明 4,450,000    　　　

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 株式会社　東京天竜 113,000    落札

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 日本国民食　株式会社 115,000    　　　

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 東京ケータリング　株式会社 116,200    　　　

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 株式会社　ジーエスエフ 119,400    　　　

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 協立給食　株式会社 119,800    　　　

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 フジ産業　株式会社 120,000    　　　

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 シダックス大新東ヒューマンサービス　株式会社千葉営業所 120,000    　　　

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 株式会社　メフォス 123,373    　　　

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 東都給食　株式会社 127,400    　　　

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 株式会社　船食三幸 128,000    　　　

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 株式会社　藤江 138,000    　　　

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 一冨士フードサービス　株式会社関東支社 141,000    　　　

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 メリックス　株式会社 144,000    　　　

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 株式会社　東洋食品 153,000    　　　

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 株式会社　日京クリエイト　習志野事業所       辞退

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 株式会社　北総プランニングサービス       辞退

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 日本給食　株式会社       辞退

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 富士食品商事　株式会社       辞退

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 株式会社　レクトン       辞退

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 株式会社　レパスト       辞退

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 株式会社　馬渕商事       辞退

336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 ハーベストネクスト　株式会社       辞退



336 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立稲越小学校・須和田の丘支援学校稲越校舎給食調理等業務委託 （親校）市川市立稲越小学校　（子校）市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 101340 109447 イートランド　株式会社       辞退

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 シダックス大新東ヒューマンサービス　株式会社千葉営業所 141,000    落札

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 株式会社　日京クリエイト　習志野事業所 160,000    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 日本国民食　株式会社 171,000    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 イートランド　株式会社 171,000    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 株式会社　北総プランニングサービス 171,000    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 協立給食　株式会社 171,100    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 葉隠勇進　株式会社 171,200    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 株式会社　東武　千葉営業所 172,777    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 株式会社　クリーン工房千葉支店 176,910    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 ＨＩＴＯＷＡフードサービス　株式会社 177,070    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 株式会社　メフォス 179,755    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 東都給食　株式会社 181,000    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 東京ケータリング　株式会社 186,800    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 日本給食　株式会社 187,000    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 株式会社　東京天竜 187,000    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 株式会社　東洋食品 189,000    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 株式会社　ジーエスエフ 190,100    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 株式会社　レパスト 191,050    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 フジ産業　株式会社 192,000    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 株式会社　レクトン 192,400    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 東京割烹　株式会社 193,300    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 メリックス　株式会社 198,000    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 株式会社　藤給食センター 198,580    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 株式会社　船食三幸 199,000    　　　

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 ハーベストネクスト　株式会社       辞退

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 東京フードサービス　株式会社       辞退

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 富士産業　株式会社       辞退

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 一冨士フードサービス　株式会社関東支社       辞退

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 株式会社　馬渕商事       辞退

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 株式会社　藤江       辞退

337 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立幸小学校給食調理等業務委託 市川市立幸小学校　市川市幸1丁目11番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 129793 140176 富士食品商事　株式会社       辞退

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 株式会社　東京天竜 222,000    落札

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 株式会社　北総プランニングサービス 228,000    　　　

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 協立給食　株式会社 229,000    　　　

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 東京ケータリング　株式会社 229,500    　　　

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 シダックス大新東ヒューマンサービス　株式会社千葉営業所 230,000    　　　

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 株式会社　メフォス 230,166    　　　

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 日本給食　株式会社 231,200    　　　

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 株式会社　ジーエスエフ 231,700    　　　

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 株式会社　船食三幸 233,000    　　　

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 メリックス　株式会社 234,000    　　　

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 東都給食　株式会社 235,000    　　　

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 日本国民食　株式会社 235,000    　　　

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 一冨士フードサービス　株式会社関東支社 241,000    　　　

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 株式会社　東洋食品 258,000    　　　

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 フジ産業　株式会社       辞退

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 富士食品商事　株式会社       辞退

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 ハーベストネクスト　株式会社       辞退

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 イートランド　株式会社       辞退

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 株式会社　レクトン       辞退

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 株式会社　レパスト       辞退

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 株式会社　馬渕商事       辞退

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 株式会社　藤江       辞退

338 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立信篤小学校・信篤幼稚園給食調理等業務委託 （親校）市川市立信篤小学校　市川市原木2丁目16番1号（子校）市川市立信篤幼稚園　市川市高谷1丁目8保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 183820 198525 株式会社　日京クリエイト　習志野事業所       辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 日本給食　株式会社 206,000 200,000 落札

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 株式会社　レパスト 215,560 205,500 　　　

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 株式会社　クリーン工房千葉支店 211,025    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 株式会社　北総プランニングサービス 215,000    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 日本国民食　株式会社 215,000    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 イートランド　株式会社 215,000    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 シダックス大新東ヒューマンサービス　株式会社千葉営業所 215,010    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 東都給食　株式会社 215,400    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 株式会社　東京天竜 215,500    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 葉隠勇進　株式会社 215,800    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 東京ケータリング　株式会社 216,500    辞退



339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 株式会社　東武　千葉営業所 216,598    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 株式会社　日京クリエイト　習志野事業所 220,000    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 東京割烹　株式会社 220,500    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 協立給食　株式会社 220,800    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 株式会社　東洋食品 222,000    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 株式会社　レクトン 222,100    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 株式会社　ジーエスエフ 222,700    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 フジ産業　株式会社 223,000    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 株式会社　メフォス 224,685    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 メリックス　株式会社 226,000    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 株式会社　船食三幸 230,000    辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 ハーベストネクスト　株式会社       辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 東京フードサービス　株式会社       辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 富士産業　株式会社       辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 富士食品商事　株式会社       辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 一冨士フードサービス　株式会社関東支社       辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 株式会社　馬渕商事       辞退

339 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立第七中学校給食調理等業務委託 市川市第七中学校　市川市末広1丁目1番48号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 169791 183374 株式会社　藤江 209,000    無効

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 東京ケータリング　株式会社 203,000    落札

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 株式会社　東京天竜 206,900    　　　

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 シダックス大新東ヒューマンサービス　株式会社千葉営業所 210,000    　　　

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 株式会社　藤江 210,000    　　　

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 株式会社　ジーエスエフ 212,400    　　　

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 協立給食　株式会社 212,500    　　　

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 日本国民食　株式会社 213,000    　　　

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 東都給食　株式会社 213,500    　　　

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 株式会社　メフォス 216,609    　　　

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 一冨士フードサービス　株式会社関東支社 217,000    　　　

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 株式会社　船食三幸 221,000    　　　

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 日本給食　株式会社 222,000    　　　

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 株式会社　東洋食品 235,500    　　　

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 メリックス　株式会社 240,000    　　　

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 株式会社　レクトン       辞退

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 株式会社　レパスト       辞退

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 株式会社　馬渕商事       辞退

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 株式会社　日京クリエイト　習志野事業所       辞退

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 株式会社　北総プランニングサービス       辞退

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 ハーベストネクスト　株式会社       辞退

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 イートランド　株式会社       辞退

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 フジ産業　株式会社       辞退

340 平成30年11月27日 （長期継続契約）市川市立二俣小学校・高谷中学校給食調理等業務委託 （親校）市川市立二俣小学校　市川市二俣678番地（子校）市川市立高谷中学校　市川市高谷1627番地の4保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 170613 184262 富士食品商事　株式会社       辞退

341 平成30年11月27日 市川市放課後保育クラブ増設に係るトイレ修繕(市川市立真間小学校) 市川市真間４丁目１番１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　五葉エンジニアリング 4,050,000    落札

341 平成30年11月27日 市川市放課後保育クラブ増設に係るトイレ修繕(市川市立真間小学校) 市川市真間４丁目１番１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       大川設備工業　株式会社 7,000,000    　　　

342 平成30年11月27日 白妙公園外１箇所トイレ屋根修繕 市川市富浜１丁目７番　外１箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エイワ建商　株式会社 950,000    落札

342 平成30年11月27日 白妙公園外１箇所トイレ屋根修繕 市川市富浜１丁目７番　外１箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       新建設　株式会社 1,050,000    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 株式会社　船食三幸 128,640    落札

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 シダックス大新東ヒューマンサービス　株式会社千葉営業所 129,900    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 株式会社　東洋食品 130,700    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 葉隠勇進　株式会社 133,300    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 ハーベストネクスト　株式会社 144,400    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 ＨＩＴＯＷＡフードサービス　株式会社 145,750    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 東京フードサービス　株式会社 150,950    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 東都給食　株式会社 152,800    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 協立給食　株式会社 154,000    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 イートランド　株式会社 154,000    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 株式会社　東京天竜 154,000    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 株式会社　北総プランニングサービス 156,000    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 株式会社　レパスト 156,300    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 富士食品商事　株式会社 159,700    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 一冨士フードサービス　株式会社関東支社 161,000    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 東京ケータリング　株式会社 164,000    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 フジ産業　株式会社 165,000    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 東京割烹　株式会社 167,900    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 株式会社　メフォス 168,000    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 日本国民食　株式会社 174,000    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 株式会社　藤給食センター 176,000    　　　



343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 日本給食　株式会社 177,000    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 株式会社　ジーエスエフ 184,600    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 メリックス　株式会社 189,000    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 株式会社　藤江 190,000    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 株式会社　東武　千葉営業所 190,208    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 株式会社　レクトン 200,300    　　　

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 株式会社　馬渕商事       辞退

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 株式会社　クリーン工房千葉支店       辞退

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 富士産業　株式会社       辞退

343 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立国府台小学校給食調理等業務委託 市川市立国府台小学校　市川市国府台5丁目25番4号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 123312 133176 株式会社　日京クリエイト　習志野事業所       辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 東京割烹　株式会社 166,000 164,900 落札

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 日本給食　株式会社 168,000 165,500 　　　

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 株式会社　クリーン工房千葉支店 167,759    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 株式会社　北総プランニングサービス 171,000    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 日本国民食　株式会社 171,000    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 東京フードサービス　株式会社 171,195    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 葉隠勇進　株式会社 171,200    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 東京ケータリング　株式会社 172,000    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 イートランド　株式会社 172,000    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 株式会社　レパスト 174,180    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 東都給食　株式会社 174,800    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 株式会社　レクトン 176,500    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 株式会社　メフォス 177,000    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 ＨＩＴＯＷＡフードサービス　株式会社 177,070    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 株式会社　東京天竜 178,000    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 協立給食　株式会社 179,000    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 フジ産業　株式会社 180,000    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 メリックス　株式会社 180,000    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 株式会社　藤江 180,000    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 シダックス大新東ヒューマンサービス　株式会社千葉営業所 180,000    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 株式会社　東武　千葉営業所 180,764    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 株式会社　ジーエスエフ 181,500    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 富士食品商事　株式会社 181,776    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 株式会社　藤給食センター 183,100    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 株式会社　船食三幸 188,500    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 株式会社　東洋食品 189,000    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 一冨士フードサービス　株式会社関東支社 190,000    辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 ハーベストネクスト　株式会社       辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 株式会社　馬渕商事       辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 株式会社　日京クリエイト　習志野事業所       辞退

344 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第五中学校給食調理等業務委託 市川市立第五中学校　市川市大野町3丁目1993番地 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 138270 149331 富士産業　株式会社       辞退

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 株式会社　クリーン工房千葉支店 164,555    落札

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 一冨士フードサービス　株式会社関東支社 172,700    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 株式会社　北総プランニングサービス 174,000    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 日本国民食　株式会社 174,000    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 株式会社　レパスト 174,030    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 東京フードサービス　株式会社 174,304    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 株式会社　藤江 174,500    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 東都給食　株式会社 174,600    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 東京ケータリング　株式会社 174,800    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 日本給食　株式会社 175,000    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 株式会社　東京天竜 175,000    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 東京割烹　株式会社 175,100    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 ＨＩＴＯＷＡフードサービス　株式会社 177,070    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 イートランド　株式会社 178,000    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 協立給食　株式会社 178,400    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 株式会社　レクトン 179,200    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 シダックス大新東ヒューマンサービス　株式会社千葉営業所 180,000    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 フジ産業　株式会社 180,000    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 メリックス　株式会社 180,000    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 株式会社　東武　千葉営業所 181,250    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 株式会社　ジーエスエフ 181,400    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 富士食品商事　株式会社 181,776    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 株式会社　メフォス 182,000    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 株式会社　藤給食センター 183,100    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 株式会社　船食三幸 188,000    　　　



345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 株式会社　東洋食品 188,500    　　　

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 富士産業　株式会社       辞退

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 株式会社　馬渕商事       辞退

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 株式会社　日京クリエイト　習志野事業所       辞退

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 葉隠勇進　株式会社       辞退

345 平成30年11月28日 （長期継続契約）市川市立第二中学校給食調理等業務委託 市川市立第二中学校　市川市須和田2丁目34番1号 保健体育課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価 142630 154040 ハーベストネクスト　株式会社       辞退

346 平成30年12月3日 平成30年12月執務室移転業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市役所八幡分庁舎 外1ヶ所 管財課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　ジェイアール東日本物流新木場物流センター 520,000    落札

346 平成30年12月3日 平成30年12月執務室移転業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市役所八幡分庁舎 外1ヶ所 管財課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       日本通運　株式会社船橋支店       無効

346 平成30年12月3日 平成30年12月執務室移転業務委託 市川市八幡４丁目２番１号　市川市役所八幡分庁舎 外1ヶ所 管財課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       ＳＢＳロジコム　株式会社       無効

347 平成30年12月3日 堀之内調整池転落防止柵修繕 市川市堀之内４丁目１６番地先 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       新建設　株式会社 3,800,000    落札

347 平成30年12月3日 堀之内調整池転落防止柵修繕 市川市堀之内４丁目１６番地先 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　三邦工務店 3,900,000    　　　

347 平成30年12月3日 堀之内調整池転落防止柵修繕 市川市堀之内４丁目１６番地先 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　サンライズグリーン 4,184,000    　　　

347 平成30年12月3日 堀之内調整池転落防止柵修繕 市川市堀之内４丁目１６番地先 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エイワ建商　株式会社 4,355,350    　　　

347 平成30年12月3日 堀之内調整池転落防止柵修繕 市川市堀之内４丁目１６番地先 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　堀之内造園       辞退

348 平成30年12月4日 市川市立市川小学校外30校連結送水管耐圧試験業務委託 市川市市川2丁目32番5号外30箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　加茂ポンプ製作所 1,686,000    落札

348 平成30年12月4日 市川市立市川小学校外30校連結送水管耐圧試験業務委託 市川市市川2丁目32番5号外30箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       コスモ・メンテナンス　株式会社 1,724,200    　　　

348 平成30年12月4日 市川市立市川小学校外30校連結送水管耐圧試験業務委託 市川市市川2丁目32番5号外30箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　メイショウグループ 1,860,000    　　　

348 平成30年12月4日 市川市立市川小学校外30校連結送水管耐圧試験業務委託 市川市市川2丁目32番5号外30箇所 教育施設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ワテックシステムズ 8,300,000    　　　

349 平成30年12月5日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立南行徳小学校) 市川市欠真間１丁目６番３８号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　山中工務店 2,800,000    落札

349 平成30年12月5日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立南行徳小学校) 市川市欠真間１丁目６番３８号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       新建設　株式会社 3,100,000    　　　

350 平成30年12月10日 真間川桜並木樹木診断業務委託 市川市市川３丁目３２番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2755000 2975400 特定非営利活動法人　樹の生命を守る会 2,900,000    落札

350 平成30年12月10日 真間川桜並木樹木診断業務委託 市川市市川３丁目３２番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2755000 2975400 株式会社　塚原緑地研究所 2,953,000    　　　

350 平成30年12月10日 真間川桜並木樹木診断業務委託 市川市市川３丁目３２番地先外 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2755000 2975400 株式会社　虹設計事務所　流山営業所 2,660,190    失格

351 平成30年12月11日 平成３０年度　都市計画基礎データ整備業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　パスコ千葉支店 1,190,000    落札

351 平成30年12月11日 平成３０年度　都市計画基礎データ整備業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　国際開発コンサルタンツ千葉事務所 1,400,000    　　　

351 平成30年12月11日 平成３０年度　都市計画基礎データ整備業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       空間情報サービス　株式会社 1,400,000    　　　

351 平成30年12月11日 平成３０年度　都市計画基礎データ整備業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       京葉測量　株式会社市川支店 1,490,000    　　　

351 平成30年12月11日 平成３０年度　都市計画基礎データ整備業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       第一航業　株式会社千葉営業所 1,550,000    　　　

351 平成30年12月11日 平成３０年度　都市計画基礎データ整備業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       朝日航洋　株式会社千葉支店 1,730,000    　　　

351 平成30年12月11日 平成３０年度　都市計画基礎データ整備業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　オオバ千葉支店 1,850,000    　　　

351 平成30年12月11日 平成３０年度　都市計画基礎データ整備業務委託 市川市全域 都市計画課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       アジア航測　株式会社千葉支店       辞退

352 平成30年12月13日 ＲＰＡによる帳票処理自動化の実証支援委託 市川市南八幡２丁目20番２号　市川市企画部行財政改革推進課 行財政改革推進課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 563,000    落札

353 平成30年12月17日 市川市営住宅受水槽及び高架水槽定期点検・保守（清掃）業務委託 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１９団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ニューオーダー 815,000    落札

353 平成30年12月17日 市川市営住宅受水槽及び高架水槽定期点検・保守（清掃）業務委託 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１９団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　報徳サ－ビス工業 900,377    　　　

353 平成30年12月17日 市川市営住宅受水槽及び高架水槽定期点検・保守（清掃）業務委託 市川市大町９５番地　市営住宅大町第一団地　外１９団地 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       市川市ビル管理事業協同組合 1,314,000    　　　

354 平成30年12月18日 いちかわ市民キャンプ場炊事場屋根修繕 市川市柏井町２丁目９９２番地１ スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ユタカ建設 1,900,000    落札

354 平成30年12月18日 いちかわ市民キャンプ場炊事場屋根修繕 市川市柏井町２丁目９９２番地１ スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       テッコウエンジニアリング　株式会社 4,420,000    　　　

355 平成30年12月18日 排水路等清掃業務委託（その９） 市川市塩浜２丁目６番地先～塩浜２丁目１４番１地先 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　建総 4,400,000    落札

355 平成30年12月18日 排水路等清掃業務委託（その９） 市川市塩浜２丁目６番地先～塩浜２丁目１４番１地先 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　市川環境エンジニアリング 4,900,000    　　　

355 平成30年12月18日 排水路等清掃業務委託（その９） 市川市塩浜２丁目６番地先～塩浜２丁目１４番１地先 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       千葉ロードサービス　株式会社 5,300,000    　　　

356 平成30年12月19日 スタンドアロン型街頭防犯カメラシステム保守点検 市川市大野町２丁目１８７７番地先　外１８０箇所 市民安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　　オーシマ 1,170,000    落札

356 平成30年12月19日 スタンドアロン型街頭防犯カメラシステム保守点検 市川市大野町２丁目１８７７番地先　外１８０箇所 市民安全課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       中央教育機器　株式会社 3,077,000    　　　

357 平成30年12月21日 行徳駅前中継ポンプ修繕 市川市行徳駅前４丁目２７番 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　第一テクノ　千葉営業所 10,800,000    落札

357 平成30年12月21日 行徳駅前中継ポンプ修繕 市川市行徳駅前４丁目２７番 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       東亜製工　株式会社 11,000,000    　　　

357 平成30年12月21日 行徳駅前中継ポンプ修繕 市川市行徳駅前４丁目２７番 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       布川産業　株式会社 12,000,000    　　　

357 平成30年12月21日 行徳駅前中継ポンプ修繕 市川市行徳駅前４丁目２７番 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　中央設備 13,000,000    　　　

357 平成30年12月21日 行徳駅前中継ポンプ修繕 市川市行徳駅前４丁目２７番 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       荏原実業　株式会社東関東支社 13,200,000    　　　

357 平成30年12月21日 行徳駅前中継ポンプ修繕 市川市行徳駅前４丁目２７番 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       石垣メンテナンス　株式会社東京支店       辞退

357 平成30年12月21日 行徳駅前中継ポンプ修繕 市川市行徳駅前４丁目２７番 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       クボタ機工　株式会社東京支店       辞退

357 平成30年12月21日 行徳駅前中継ポンプ修繕 市川市行徳駅前４丁目２７番 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　ミゾタ東京支店       辞退

358 平成30年12月21日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立冨貴島小学校) 市川市八幡６丁目１０番１１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       新建設　株式会社 3,500,000    落札

358 平成30年12月21日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立冨貴島小学校) 市川市八幡６丁目１０番１１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　山中工務店 4,900,000    　　　

358 平成30年12月21日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立冨貴島小学校) 市川市八幡６丁目１０番１１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エイワ建商　株式会社       棄権

359 平成30年12月21日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立北方小学校) 市川市北方町４丁目１３５６番地の１ 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　山中工務店 2,900,000    落札

359 平成30年12月21日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立北方小学校) 市川市北方町４丁目１３５６番地の１ 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       新建設　株式会社 3,060,000    　　　

359 平成30年12月21日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立北方小学校) 市川市北方町４丁目１３５６番地の１ 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エイワ建商　株式会社       棄権

360 平成30年12月21日 排水機場保守点検業務委託 市川市二俣717番地　二俣排水機場　外21箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　第一テクノ　千葉営業所 8,500,000    落札

360 平成30年12月21日 排水機場保守点検業務委託 市川市二俣717番地　二俣排水機場　外21箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       昱　株式会社千葉支店 9,000,000    　　　

360 平成30年12月21日 排水機場保守点検業務委託 市川市二俣717番地　二俣排水機場　外21箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       睦エンジニアリング株式会社　市川営業所 10,000,000    　　　

360 平成30年12月21日 排水機場保守点検業務委託 市川市二俣717番地　二俣排水機場　外21箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　前澤エンジニアリングサービス　関東支店 10,000,000    　　　

360 平成30年12月21日 排水機場保守点検業務委託 市川市二俣717番地　二俣排水機場　外21箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       荏原実業　株式会社東関東支社 10,560,000    　　　

360 平成30年12月21日 排水機場保守点検業務委託 市川市二俣717番地　二俣排水機場　外21箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　中央設備 10,600,000    　　　

360 平成30年12月21日 排水機場保守点検業務委託 市川市二俣717番地　二俣排水機場　外21箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　市川環境エンジニアリング 11,300,000    　　　

360 平成30年12月21日 排水機場保守点検業務委託 市川市二俣717番地　二俣排水機場　外21箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       特産エンジニアリング　株式会社 12,000,000    　　　

360 平成30年12月21日 排水機場保守点検業務委託 市川市二俣717番地　二俣排水機場　外21箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       石垣メンテナンス　株式会社東京支店       辞退

360 平成30年12月21日 排水機場保守点検業務委託 市川市二俣717番地　二俣排水機場　外21箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       水ｉｎｇ　株式会社東関東営業所       辞退



361 平成30年12月26日 (長期継続契約)市川市東山魁夷記念館収蔵資料管理システム機器等賃貸借 市川市中山1丁目16番2号　市川市東山魁夷記念館 東山魁夷記念館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 22,500    落札

361 平成30年12月26日 (長期継続契約)市川市東山魁夷記念館収蔵資料管理システム機器等賃貸借 市川市中山1丁目16番2号　市川市東山魁夷記念館 東山魁夷記念館 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 22,600    　　　

362 平成30年12月26日 いちかわ情報プラザ　ＰＡＣ－６系統空調機修繕 市川市南八幡４丁目２番５号　いちかわ情報プラザ 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　スワダ管工 1,120,000    落札

362 平成30年12月26日 いちかわ情報プラザ　ＰＡＣ－６系統空調機修繕 市川市南八幡４丁目２番５号　いちかわ情報プラザ 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       第一セントラル設備　株式会社 1,150,000    　　　

362 平成30年12月26日 いちかわ情報プラザ　ＰＡＣ－６系統空調機修繕 市川市南八幡４丁目２番５号　いちかわ情報プラザ 管財課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　瀧澤興業 1,225,000    　　　

363 平成30年12月26日 市川市動植物園親水広場脇井戸修繕 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       大川設備工業　株式会社 2,400,000 1,980,000 落札

363 平成30年12月26日 市川市動植物園親水広場脇井戸修繕 市川市大町２８４番１外 動植物園 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　瀧澤興業 2,300,000    辞退

364 平成31年1月11日 水質浄化施設 機械設備等修繕その１ 市川市曽谷８丁目７番地先　外１箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       菱冷環境エンジニアリング　株式会社 2,050,000    落札

365 平成31年1月15日 施設修繕　その４(狭あい道路） 市川市菅野3丁目17番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       有限会社　ウェル 2,380,000    落札

365 平成31年1月15日 施設修繕　その４(狭あい道路） 市川市菅野3丁目17番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　大城組 2,580,000    　　　

365 平成31年1月15日 施設修繕　その４(狭あい道路） 市川市菅野3丁目17番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　スワダ管工       辞退

365 平成31年1月15日 施設修繕　その４(狭あい道路） 市川市菅野3丁目17番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       千東建設　株式会社       辞退

365 平成31年1月15日 施設修繕　その４(狭あい道路） 市川市菅野3丁目17番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       松丸建設興業　株式会社       辞退

366 平成31年1月15日 施設修繕　その６(狭あい道路） 市川市本行徳38番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       板橋建設　株式会社 4,300,000    落札

366 平成31年1月15日 施設修繕　その６(狭あい道路） 市川市本行徳38番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       千葉建設　株式会社 4,550,000    　　　

366 平成31年1月15日 施設修繕　その６(狭あい道路） 市川市本行徳38番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       福田建設　株式会社 4,640,000    　　　

366 平成31年1月15日 施設修繕　その６(狭あい道路） 市川市本行徳38番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　言長       辞退

366 平成31年1月15日 施設修繕　その６(狭あい道路） 市川市本行徳38番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　瀧澤興業       辞退

366 平成31年1月15日 施設修繕　その６(狭あい道路） 市川市本行徳38番地先 道路安全課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       三鈴建設　株式会社       辞退

367 平成31年1月18日 市川市消防団員健康診断業務委託 市川市八幡１丁目８番１号　市川市消防局 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       医療法人社団　嵐川 4,250    落札

367 平成31年1月18日 市川市消防団員健康診断業務委託 市川市八幡１丁目８番１号　市川市消防局 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       医療法人社団　新虎の門会 4,800    　　　

367 平成31年1月18日 市川市消防団員健康診断業務委託 市川市八幡１丁目８番１号　市川市消防局 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       一般社団法人　日本健康倶楽部千葉支部 5,500    　　　

367 平成31年1月18日 市川市消防団員健康診断業務委託 市川市八幡１丁目８番１号　市川市消防局 消防局総務課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       医療法人社団　日健会 7,000    　　　

368 平成31年1月21日 排水機場等集中監視制御装置保守点検業務委託 市川市東国分1丁目1番1号　春木川排水機場　外26箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　荏原電産 12,000,000    落札

368 平成31年1月21日 排水機場等集中監視制御装置保守点検業務委託 市川市東国分1丁目1番1号　春木川排水機場　外26箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　第一テクノ　千葉営業所 14,000,000    　　　

368 平成31年1月21日 排水機場等集中監視制御装置保守点検業務委託 市川市東国分1丁目1番1号　春木川排水機場　外26箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       昱　株式会社千葉支店       辞退

368 平成31年1月21日 排水機場等集中監視制御装置保守点検業務委託 市川市東国分1丁目1番1号　春木川排水機場　外26箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       睦エンジニアリング株式会社　市川営業所       辞退

368 平成31年1月21日 排水機場等集中監視制御装置保守点検業務委託 市川市東国分1丁目1番1号　春木川排水機場　外26箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       株式会社　明電エンジニアリング　東関東支店       辞退

368 平成31年1月21日 排水機場等集中監視制御装置保守点検業務委託 市川市東国分1丁目1番1号　春木川排水機場　外26箇所 河川・下水道管理課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 総価       特産エンジニアリング　株式会社       辞退

369 平成31年1月22日 流域貯留維持管理業務委託（その４）校庭貯留その３ 市川市南行徳２丁目２番２号（南行徳中学校）　外１箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　市川環境エンジニアリング 3,100,000    落札

369 平成31年1月22日 流域貯留維持管理業務委託（その４）校庭貯留その３ 市川市南行徳２丁目２番２号（南行徳中学校）　外１箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       千葉ロードサービス　株式会社 3,300,000    　　　

370 平成31年1月23日 市川市国府台市民体育館３階トレーニング室等照明修繕 市川市国府台１丁目６番４号 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       友信電氣　株式会社 2,250,000    落札

370 平成31年1月23日 市川市国府台市民体育館３階トレーニング室等照明修繕 市川市国府台１丁目６番４号 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       東葛電気　株式会社 2,300,000    　　　

370 平成31年1月23日 市川市国府台市民体育館３階トレーニング室等照明修繕 市川市国府台１丁目６番４号 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ティエムテック 2,450,000    　　　

370 平成31年1月23日 市川市国府台市民体育館３階トレーニング室等照明修繕 市川市国府台１丁目６番４号 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　吉野電気商会 2,640,000    　　　

370 平成31年1月23日 市川市国府台市民体育館３階トレーニング室等照明修繕 市川市国府台１丁目６番４号 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　アライ照明 2,750,000    　　　

370 平成31年1月23日 市川市国府台市民体育館３階トレーニング室等照明修繕 市川市国府台１丁目６番４号 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　電機産業 2,855,000    　　　

371 平成31年1月23日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立塩焼小学校) 市川市塩焼５丁目９番８号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　山中工務店 4,577,160    落札

371 平成31年1月23日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立塩焼小学校) 市川市塩焼５丁目９番８号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       新建設　株式会社       辞退

372 平成31年1月23日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立信篤小学校) 市川市原木２丁目１６番１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       新建設　株式会社 2,900,000    落札

372 平成31年1月23日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立信篤小学校) 市川市原木２丁目１６番１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　山中工務店 3,072,000    　　　

373 平成31年1月23日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立真間小学校その２) 市川市真間４丁目１番１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       新建設　株式会社 5,900,000    落札

373 平成31年1月23日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立真間小学校その２) 市川市真間４丁目１番１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　山中工務店 6,500,000    　　　

374 平成31年1月23日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立菅野小学校) 市川市菅野６丁目１４番１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       新建設　株式会社 2,970,000    落札

374 平成31年1月23日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立菅野小学校) 市川市菅野６丁目１４番１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　山中工務店 3,502,380    　　　

375 平成31年1月23日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立鶴指小学校) 市川市大和田４丁目１１番１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　山中工務店 3,458,748    落札

375 平成31年1月23日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立鶴指小学校) 市川市大和田４丁目１１番１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       新建設　株式会社       辞退

376 平成31年1月23日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立南新浜小学校) 市川市新浜１丁目２６番１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　山中工務店 2,437,380    落札

376 平成31年1月23日 市川市放課後保育クラブ増設に係る修繕(市川市立南新浜小学校) 市川市新浜１丁目２６番１号 青少年育成課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       新建設　株式会社 2,900,000    　　　

377 平成31年1月23日 市川市立養護老人ホームいこい荘斜面地樹木剪定業務委託 市川市大町５２１番地 介護福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1556000 1680480 岡本緑化建設　株式会社 1,561,800    落札

377 平成31年1月23日 市川市立養護老人ホームいこい荘斜面地樹木剪定業務委託 市川市大町５２１番地 介護福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1556000 1680480 株式会社　サンライズグリーン 1,677,800    　　　

377 平成31年1月23日 市川市立養護老人ホームいこい荘斜面地樹木剪定業務委託 市川市大町５２１番地 介護福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1556000 1680480 有限会社　柏井緑化土木 1,793,800    　　　

377 平成31年1月23日 市川市立養護老人ホームいこい荘斜面地樹木剪定業務委託 市川市大町５２１番地 介護福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1556000 1680480 株式会社　堀之内造園 1,834,500    　　　

377 平成31年1月23日 市川市立養護老人ホームいこい荘斜面地樹木剪定業務委託 市川市大町５２１番地 介護福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1556000 1680480 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 2,150,000    　　　

377 平成31年1月23日 市川市立養護老人ホームいこい荘斜面地樹木剪定業務委託 市川市大町５２１番地 介護福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 1556000 1680480 株式会社　曽谷造園土木 1,521,160    失格

378 平成31年1月25日 （長期継続契約）二要素認証・ログ収集関連機器等一式追加分賃貸借 市川市南八幡４丁目２番５号　　　いちかわ情報プラザ 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 63,400    落札

378 平成31年1月25日 （長期継続契約）二要素認証・ログ収集関連機器等一式追加分賃貸借 市川市南八幡４丁目２番５号　　　いちかわ情報プラザ 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 64,450    　　　

379 平成31年1月28日 市川市営住宅消防用設備（連結送水管）耐圧試験委託 市川市大町９５番地　大町第一団地Ｂ棟　外１２棟 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　開成防災 575,000    落札

379 平成31年1月28日 市川市営住宅消防用設備（連結送水管）耐圧試験委託 市川市大町９５番地　大町第一団地Ｂ棟　外１２棟 市営住宅課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　五葉エンジニアリング 700,000    　　　

380 平成31年1月29日 市川市八幡市民会館空調設備保守点検業務委託 市川市八幡４丁目２番１号 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　イデア 446,000    落札

380 平成31年1月29日 市川市八幡市民会館空調設備保守点検業務委託 市川市八幡４丁目２番１号 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＯＢＭ　株式会社 654,000    　　　

380 平成31年1月29日 市川市八幡市民会館空調設備保守点検業務委託 市川市八幡４丁目２番１号 文化振興課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       第一セントラル設備　株式会社 1,250,000    　　　

381 平成31年1月30日 曽谷６丁目ゲートボール場撤去修繕 市川市曽谷６丁目１７３９番地、１７４０番地 地域支えあい課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       エイワ建商　株式会社 3,400,000    落札

381 平成31年1月30日 曽谷６丁目ゲートボール場撤去修繕 市川市曽谷６丁目１７３９番地、１７４０番地 地域支えあい課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　曽谷造園土木 4,163,000    　　　

381 平成31年1月30日 曽谷６丁目ゲートボール場撤去修繕 市川市曽谷６丁目１７３９番地、１７４０番地 地域支えあい課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       有限会社　柏井緑化土木 5,688,250    　　　

381 平成31年1月30日 曽谷６丁目ゲートボール場撤去修繕 市川市曽谷６丁目１７３９番地、１７４０番地 地域支えあい課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　サンライズグリーン 6,000,000    　　　



381 平成31年1月30日 曽谷６丁目ゲートボール場撤去修繕 市川市曽谷６丁目１７３９番地、１７４０番地 地域支えあい課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ユアサ園芸 6,000,000    　　　

381 平成31年1月30日 曽谷６丁目ゲートボール場撤去修繕 市川市曽谷６丁目１７３９番地、１７４０番地 地域支えあい課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　堀之内造園       失格

382 平成31年1月31日 学校プール循環濾過装置修繕（その１） 市川市大和田４丁目１１番１号　市川市立鶴指小学校　外５校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　アクアプロダクトアクア事業部 840,000    落札

382 平成31年1月31日 学校プール循環濾過装置修繕（その１） 市川市大和田４丁目１１番１号　市川市立鶴指小学校　外５校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       大川設備工業　株式会社 2,050,000    　　　

382 平成31年1月31日 学校プール循環濾過装置修繕（その１） 市川市大和田４丁目１１番１号　市川市立鶴指小学校　外５校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　プール施設サービス 2,497,000    　　　

382 平成31年1月31日 学校プール循環濾過装置修繕（その１） 市川市大和田４丁目１１番１号　市川市立鶴指小学校　外５校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       光伸　株式会社関東支店 3,100,000    　　　

383 平成31年1月31日 学校プール循環濾過装置修繕（その２） 市川市若宮３丁目５４番１０号　市川市立若宮小学校　外６校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       光伸　株式会社関東支店 3,465,000    落札

383 平成31年1月31日 学校プール循環濾過装置修繕（その２） 市川市若宮３丁目５４番１０号　市川市立若宮小学校　外６校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　プール施設サービス 3,500,000    　　　

383 平成31年1月31日 学校プール循環濾過装置修繕（その２） 市川市若宮３丁目５４番１０号　市川市立若宮小学校　外６校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       大川設備工業　株式会社 3,740,000    　　　

384 平成31年1月31日 市川市立養護老人ホームいこい荘消火用補給水槽交換修繕 市川市大町521番地（市川市立養護老人ホームいこい荘） 介護福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       第一セントラル設備　株式会社 1,380,000    落札

384 平成31年1月31日 市川市立養護老人ホームいこい荘消火用補給水槽交換修繕 市川市大町521番地（市川市立養護老人ホームいこい荘） 介護福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　瀧澤興業 1,650,000    　　　

384 平成31年1月31日 市川市立養護老人ホームいこい荘消火用補給水槽交換修繕 市川市大町521番地（市川市立養護老人ホームいこい荘） 介護福祉課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　五葉エンジニアリング       辞退

385 平成31年1月31日 定期健康診断・特殊健康診断等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市役所仮本庁舎外6箇所 人材育成課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       医療法人社団　日健会 14,740,990    落札

385 平成31年1月31日 定期健康診断・特殊健康診断等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市役所仮本庁舎外6箇所 人材育成課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       医療法人社団　新虎の門会　新浦安虎の門クリニック 18,001,100    　　　

385 平成31年1月31日 定期健康診断・特殊健康診断等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市役所仮本庁舎外6箇所 人材育成課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       医療法人社団　嵐川 19,425,600    　　　

385 平成31年1月31日 定期健康診断・特殊健康診断等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市役所仮本庁舎外6箇所 人材育成課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       医療法人財団　綜友会 20,164,100    　　　

385 平成31年1月31日 定期健康診断・特殊健康診断等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市役所仮本庁舎外6箇所 人材育成課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       一般社団法人　日本健康倶楽部千葉支部 28,890,720    　　　

385 平成31年1月31日 定期健康診断・特殊健康診断等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市役所仮本庁舎外6箇所 人材育成課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       千葉県厚生農業協同組合連合会       辞退

385 平成31年1月31日 定期健康診断・特殊健康診断等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市役所仮本庁舎外6箇所 人材育成課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       医療法人社団　誠馨会　新東京病院       辞退

385 平成31年1月31日 定期健康診断・特殊健康診断等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市役所仮本庁舎外6箇所 人材育成課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       公益財団法人　パブリックヘルスリサーチセンター　東京支部　白井診療所       辞退

385 平成31年1月31日 定期健康診断・特殊健康診断等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市役所仮本庁舎外6箇所 人材育成課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       医療法人社団　福生会       辞退

385 平成31年1月31日 定期健康診断・特殊健康診断等業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市役所仮本庁舎外6箇所 人材育成課 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       公益財団法人　ちば県民保健予防財団       辞退

386 平成31年2月1日 （長期継続契約）学校給食用生ごみ処理装置（堆肥型）賃貸借 市川市立若宮小学校(市川市若宮3丁目54番10号)市川市立稲荷木小学校(市川市稲荷木1丁目14番1号) 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       ＪＡ三井リース　株式会社千葉支店 136,400    落札

387 平成31年2月5日 排水路等清掃業務委託（その７） 市川市曽谷８丁目７番地先　外２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　建総 2,530,000    落札

387 平成31年2月5日 排水路等清掃業務委託（その７） 市川市曽谷８丁目７番地先　外２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　飛翔工業 2,650,000    　　　

387 平成31年2月5日 排水路等清掃業務委託（その７） 市川市曽谷８丁目７番地先　外２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　市川環境エンジニアリング 3,000,000    　　　

387 平成31年2月5日 排水路等清掃業務委託（その７） 市川市曽谷８丁目７番地先　外２箇所 河川・下水道管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       千葉ロードサービス　株式会社 4,000,000    　　　

388 平成31年2月6日 学校職員及び児童・生徒結核定期健康診断業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外５６校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       医療法人社団　嵐川 1,300    落札

388 平成31年2月6日 学校職員及び児童・生徒結核定期健康診断業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外５６校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       公益財団法人　ちば県民保健予防財団 1,500    　　　

388 平成31年2月6日 学校職員及び児童・生徒結核定期健康診断業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外５６校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       医療法人社団　日健会 2,400    　　　

389 平成31年2月8日 市川市道路管理用地図作成業務委託 市川市市川南2丁目9番12号　道路管理課 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       日東測量　株式会社市川支店 3,800,000    落札

389 平成31年2月8日 市川市道路管理用地図作成業務委託 市川市市川南2丁目9番12号　道路管理課 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　国際技術コンサルタンツ 3,860,000    　　　

389 平成31年2月8日 市川市道路管理用地図作成業務委託 市川市市川南2丁目9番12号　道路管理課 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　マルソク　市川営業所 4,200,000    　　　

389 平成31年2月8日 市川市道路管理用地図作成業務委託 市川市市川南2丁目9番12号　道路管理課 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　イケダ測量設計　市川支店 4,220,000    　　　

389 平成31年2月8日 市川市道路管理用地図作成業務委託 市川市市川南2丁目9番12号　道路管理課 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　建成社　千葉支店 4,280,000    　　　

389 平成31年2月8日 市川市道路管理用地図作成業務委託 市川市市川南2丁目9番12号　道路管理課 道路管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       京葉測量　株式会社市川支店 4,540,000    　　　

390 平成31年2月8日 北方多目的運動広場樹木伐採等業務委託 市川市北方町４丁目２２８２番地　北方多目的運動広場 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2016000 2177280 株式会社　ユアサ園芸 2,026,800    落札

390 平成31年2月8日 北方多目的運動広場樹木伐採等業務委託 市川市北方町４丁目２２８２番地　北方多目的運動広場 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2016000 2177280 株式会社　サンライズグリーン 678,930    失格

390 平成31年2月8日 北方多目的運動広場樹木伐採等業務委託 市川市北方町４丁目２２８２番地　北方多目的運動広場 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2016000 2177280 京葉プラントエンジニアリング　株式会社 734,850    失格

390 平成31年2月8日 北方多目的運動広場樹木伐採等業務委託 市川市北方町４丁目２２８２番地　北方多目的運動広場 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2016000 2177280 株式会社　曽谷造園土木 857,360    失格

390 平成31年2月8日 北方多目的運動広場樹木伐採等業務委託 市川市北方町４丁目２２８２番地　北方多目的運動広場 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2016000 2177280 株式会社　荒井造園土木 964,810    失格

390 平成31年2月8日 北方多目的運動広場樹木伐採等業務委託 市川市北方町４丁目２２８２番地　北方多目的運動広場 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2016000 2177280 株式会社　堀之内造園 1,193,550    失格

390 平成31年2月8日 北方多目的運動広場樹木伐採等業務委託 市川市北方町４丁目２２８２番地　北方多目的運動広場 スポーツ課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価 2016000 2177280 エイワ建商　株式会社 1,245,000    失格

391 平成31年2月12日 （長期継続契約）平成３０年度住民記録系システム本番用機器等一式賃貸借 市川市南八幡4丁目2番5号　いちかわ情報プラザ 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 1,666,250    落札

391 平成31年2月12日 （長期継続契約）平成３０年度住民記録系システム本番用機器等一式賃貸借 市川市南八幡4丁目2番5号　いちかわ情報プラザ 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 1,668,900    　　　

392 平成31年2月12日 （長期継続契約）平成３０年度住民記録系システム本番用機器等一式保守業務委託 市川市南八幡4丁目2番5号　いちかわ情報プラザ 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       富士通リース株式会社　千葉営業所 271,760    落札

392 平成31年2月12日 （長期継続契約）平成３０年度住民記録系システム本番用機器等一式保守業務委託 市川市南八幡4丁目2番5号　いちかわ情報プラザ 情報システム課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ＪＥＣＣ　 271,760    　　　

393 平成31年2月12日 里見公園花見会場警備等業務委託 市川市国府台３丁目９番　里見公園　外１箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価 3739000 4038120 市川市ビル管理事業協同組合 4,292,000 4,171,000 落札

394 平成31年2月12日 里見公園花見会場塵芥収集運搬業務委託 市川市国府台３丁目９番　里見公園　外１箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社　曽谷造園土木 682,000    落札

394 平成31年2月12日 里見公園花見会場塵芥収集運搬業務委託 市川市国府台３丁目９番　里見公園　外１箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       第一優美　有限会社 700,000    　　　

395 平成31年2月12日 里見公園花見会場設営及び清掃等業務委託 市川市国府台３丁目９番　里見公園　外２箇所 公園緑地課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　曽谷造園土木 2,833,600    落札

396 平成31年2月14日 児童・生徒心電図検査業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外５６校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       医療法人　友康会　行徳中央クリニック 900 890 落札

396 平成31年2月14日 児童・生徒心電図検査業務委託 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外５６校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       医療法人社団　日健会       辞退

397 平成31年2月14日 妙典橋開通記念イベント業務委託 市川市妙典5丁目121番4地先 道路建設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　セレスポ千葉支店 599,000    落札

397 平成31年2月14日 妙典橋開通記念イベント業務委託 市川市妙典5丁目121番4地先 道路建設課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　セブンサービス企画装飾 925,000    　　　

398 平成31年2月15日 市川市立鶴指小学校給食室給水給湯管取替修繕 市川市大和田４丁目１１番１号　市川市立鶴指小学校 保健体育課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　スワダ管工 3,660,000    落札

399 平成31年2月18日 市川市こども発達センター２階便所改修修繕 市川市大洲４丁目１８番３号 発達支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　五葉エンジニアリング 4,000,000    落札

399 平成31年2月18日 市川市こども発達センター２階便所改修修繕 市川市大洲４丁目１８番３号 発達支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　三東 4,300,000    　　　

400 平成31年2月21日 （長期継続契約）学校・幼稚園塵芥等収集運搬業務委託その１ 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外３０校（園） 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       第一優美　有限会社 71,851,612    落札

400 平成31年2月21日 （長期継続契約）学校・幼稚園塵芥等収集運搬業務委託その１ 市川市市川２丁目３２番５号　市川市立市川小学校　外３０校（園） 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       有限会社　昭和 77,075,366    　　　

401 平成31年2月21日 （長期継続契約）学校・幼稚園塵芥等収集運搬業務委託その２ 市川市中山１丁目１番５号　市川市立中山小学校　外２９校（園） 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       有限会社　昭和 71,389,434    落札

401 平成31年2月21日 （長期継続契約）学校・幼稚園塵芥等収集運搬業務委託その２ 市川市中山１丁目１番５号　市川市立中山小学校　外２９校（園） 就学支援課 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       第一優美　有限会社 71,619,340    　　　

402 平成31年2月22日 （債務負担行為）千葉県議会議員一般選挙（市川市選挙区）及び市川
市議会議員一般選挙　選挙事務員派遣業務委託
 市川市南八幡2丁目17番7号　市川市選挙管理委員会事務局　他 選挙管理委員会事務局 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       テックビジネスサービス株式会社 1,143    落札

402 平成31年2月22日 （債務負担行為）千葉県議会議員一般選挙（市川市選挙区）及び市川
市議会議員一般選挙　選挙事務員派遣業務委託
 市川市南八幡2丁目17番8号　市川市選挙管理委員会事務局　他 選挙管理委員会事務局 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社リファイン千葉事業所 1,299       

402 平成31年2月22日 （債務負担行為）千葉県議会議員一般選挙（市川市選挙区）及び市川
市議会議員一般選挙　選挙事務員派遣業務委託
 市川市南八幡2丁目17番9号　市川市選挙管理委員会事務局　他 選挙管理委員会事務局 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社ヒューマントラスト 1,660       

402 平成31年2月22日 （債務負担行為）千葉県議会議員一般選挙（市川市選挙区）及び市川
市議会議員一般選挙　選挙事務員派遣業務委託
 市川市南八幡2丁目17番11号　市川市選挙管理委員会事務局　他 選挙管理委員会事務局 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       富士ソフトサービスビューロ株式会社       辞退



402 平成31年2月22日 （債務負担行為）千葉県議会議員一般選挙（市川市選挙区）及び市川
市議会議員一般選挙　選挙事務員派遣業務委託
 市川市南八幡2丁目17番12号　市川市選挙管理委員会事務局　他 選挙管理委員会事務局 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       ランスタッド株式会社       辞退

402 平成31年2月22日 （債務負担行為）千葉県議会議員一般選挙（市川市選挙区）及び市川
市議会議員一般選挙　選挙事務員派遣業務委託
 市川市南八幡2丁目17番10号　市川市選挙管理委員会事務局　他 選挙管理委員会事務局 指名競争　地方自治法施行令第167条第1号 単価       株式会社シグマスタッフ       棄権

403 平成31年2月22日 市川市マイクロフィルム文書及び電子帳票作成業務委託 市川市南八幡2丁目20番2号　市川市　財政部　納税・債権管理課 納税・債権管理課 一般競争　地方自治法第234条第1項 総価       株式会社　ジェイ・アイ・エム 657,302    落札

404 平成31年2月22日 千葉県議会議員一般選挙（市川市選挙区）及び市川市議会議員一般選挙選挙公報新聞折込業務委託（単価契約）
 市川市南八幡2丁目17番7号　市川市選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社ユースメディア 1,946,836    落札

404 平成31年2月22日 千葉県議会議員一般選挙（市川市選挙区）及び市川市議会議員一般選挙選挙公報新聞折込業務委託（単価契約）
 市川市南八幡2丁目17番8号　市川市選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 一般競争　地方自治法第234条第1項 単価       株式会社加藤新聞舗 1,963,265       
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