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工事-9 大平南体育館バスケットゴール交換工事 栃木市大平町西野田地内 4,120,000 株式会社関口建設 3,920,000 95.15%

委託-2
平川土地区画整理事業普通河川赤渕川測
量業務委託

栃木市都賀町平川地内 990,000 株式会社落合測量設計 930,000 93.94%

委託-3 山車会館空調設備改修設計業務委託 栃木市万町地内 1,100,000 株式会社アルマット 1,050,000 95.45%

委託-4
市道３３０７４号線（藤岡駅前広場）用地測
量・調査業務委託

栃木市藤岡町藤岡地内 5,320,000
三立調査設計株式会社
栃木支店

5,050,000 94.92%

委託-5
主要地方道佐野・古河線外　配水管布設替
設計業務委託

栃木市藤岡町藤岡地内 7,350,000 株式会社拓洋測量設計 7,000,000 95.24%

委託-6
市道６２０８０号線外　配水管布設替設計業
務委託

栃木市岩舟町下津原地内外 4,660,000 藤成測量株式会社 4,400,000 94.42%

委託-7
主要地方道岩舟・小山線　配水管布設設計
業務委託

栃木市大平町西水代地内外 3,820,000
株式会社栃木県用地補
償コンサルタント

3,600,000 94.24%

委託-8
市道１２２８１号線外　配水管布設替設計業
務委託

栃木市城内町２丁目地内 3,650,000 株式会社落合測量設計 3,450,000 94.52%

委託-9 川向橋水管橋劣化診断業務委託 栃木市都賀町大橋地内 3,210,000
株式会社工藤設計　栃
木支店

3,000,000 93.46%

委託-10
市道１０３３号線　用地調査（物件調査算定）
業務委託

栃木市大宮町地内 3,700,000
オリエンタル技術開発株
式会社

3,500,000 94.59%

委託-11 市道１０３３号線　土地評価業務委託 栃木市大宮町地内 1,160,000 池末不動産鑑定事務所 910,000 78.45%

委託-12
占用堤防兼用道路外除草業務委託（部屋地
区）

栃木市藤岡町部屋地内外 4,070,000 株式会社鯉沼工務店 3,900,000 95.82%

委託-13
占用堤防兼用道路外除草業務委託（藤岡・
下宮・赤麻地区）

栃木市藤岡町藤岡地内外 2,810,000 柴田建設株式会社 2,690,000 95.73%

委託-14
栃木地域都市公園樹木等管理業務委託その１（永野
川緑地公園　多目的広場－イベント広場） 栃木市岩出町地内外 5,080,000 有限会社飯塚造園 4,850,000 95.47%

委託-15
栃木地域都市公園樹木等管理業務委託そ
の２（永野川緑地公園　左岸）

栃木市岩出町地内外 4,070,000 有限会社高田造園 3,860,000 94.84%

委託-16
栃木地域都市公園樹木等管理業務委託そ
の３（芝塚山公園　外６公園）

栃木市片柳町１丁目地内外 3,120,000 有限会社藤沼造園 3,010,000 96.47%
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委託-17
栃木地域都市公園樹木等管理業務委託そ
の４（瀬戸河原公園　外１１公園）

栃木市境町地内外 2,720,000 有限会社島村商事 2,590,000 95.22%

委託-18
栃木地域都市公園樹木等管理業務委託そ
の５（とちのき公園　外９公園）

栃木市平柳町３丁目地内外 2,770,000 有限会社島村商事 2,630,000 94.95%

委託-19
栃木地域都市公園樹木等管理業務委託そ
の６（げんき公園　外６公園）

栃木市新井町地内外 1,660,000 有限会社関口造園土木 1,550,000 93.37%

委託-20
栃木地域都市公園樹木等管理業務委託そ
の７（はこのもり東公園　外４公園）

栃木市箱森町地内外 3,210,000 有限会社島村商事 3,050,000 95.02%

委託-21
栃木地域都市公園樹木等管理業務委託そ
の８（千塚産業団地内　外４公園）

栃木市千塚町地内外 2,860,000 有限会社植春 2,750,000 96.15%

委託-22
栃木地域都市公園樹木等管理業務委託その９
（寺尾ふれあい水辺の広場　外１公園）

栃木市鍋山町地内外 2,690,000 有限会社高田造園 2,550,000 94.80%

委託-23
大平地域都市公園樹木等管理業務委託そ
の１（南台公園　外９公園）

栃木市大平町西野田地内外 680,000 町田造園 650,000 95.59%

委託-24
大平地域都市公園樹木等管理業務委託そ
の２（みずほ公園　外１１公園）

栃木市大平町横堀地内外 1,640,000 三奈美造園 1,558,000 95.00%

委託-25
大平地域都市公園樹木等管理業務委託その３
（磯山桜づつみ河川公園　外３公園）

栃木市大平町真弓地内外 2,380,000 株式会社三晃サービス 2,270,000 95.38%

委託-26
藤岡地域都市公園樹木等管理業務委託（部
屋南部桜づつみ公園）

栃木市藤岡町部屋地内 1,090,000 株式会社今泉造園土木 1,040,000 95.41%

委託-27 都市公園樹木病虫害防除業務委託 栃木市栃木・大平・藤岡地域 2,420,000 第一アグリ株式会社 2,280,000 94.21%

委託-28 市道樹木管理業務委託　その１ 栃木市平柳町２丁目地内外 3,770,000 有限会社植春 3,600,000 95.49%

委託-29 市道樹木管理業務委託　その２ 栃木市境町地内外 4,500,000 有限会社藤沼造園 4,380,000 97.33%

委託-30 市道樹木管理業務委託　その３ 栃木市国府町地内外 1,440,000 第一アグリ株式会社 1,360,000 94.44%

委託-31 市道樹木管理業務委託　その４ 栃木市野中町地内外 4,660,000 有限会社高田造園 4,420,000 94.85%

委託-32
栃木市聖地公園植栽管理業務委託（第１・
２・３・５・６墓域）

栃木市皆川城内町地内 4,630,000 第一アグリ株式会社 4,390,000 94.82%

委託-33
栃木市聖地公園植栽管理業務委託（第４・
７・８墓域）

栃木市皆川城内町地内 4,160,000 有限会社関口造園土木 3,950,000 94.95%

委託-34
つがスポーツ公園競技場年間維持管理業
務委託

栃木市都賀町家中地内 4,350,000 有限会社飯塚造園 4,160,000 95.63%


