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工事-41
公共下水道枝線築造工事（西部処理分区
第９工区）

栃木市片柳町２丁目地内 7,860,000 清田建設工業株式会社 7,520,000 95.67%

工事-42
公共下水道枝線築造工事（西部処理分区
第１２工区）

栃木市片柳町２丁目地内 6,500,000 株式会社大有工業 6,240,000 96.00%

工事-43
公共下水道枝線築造工事（西部処理分区
第１０工区）

栃木市片柳町２丁目地内 5,430,000 株式会社二杉工業 5,200,000 95.76%

工事-44
公共下水道枝線築造工事（大平町第１処理
分区　第２工区）

栃木市大平町富田地内 2,760,000 有限会社金澤土建 2,640,000 95.65%

工事-45
公共下水道枝線築造工事（都賀第３処理分
区　第１工区）

栃木市都賀町合戦場地内 2,700,000 大嶋土木工業株式会社 2,620,000 97.04%

工事-46
公共下水道枝線築造工事（東部処理分区
第１工区）

栃木市今泉町１丁目地内 1,390,000  株式会社大有工業 1,340,000 96.40%

工事-47 市道１０６６号線　舗装補修工事 栃木市藤岡町甲地内 6,610,000
株式会社ユタカ設備工
業

6,350,000 96.07%

工事-48 市道１４０６６号線外　舗装補修工事 栃木市梅沢町地内 5,490,000 株式会社大日建設 5,290,000 96.36%

工事-49 市道２０３５号線外　舗装補修工事 栃木市川原田町地内 5,320,000 五月女産業株式会社 5,100,000 95.86%

工事-50 市道１２１１４号線外　舗装補修工事 栃木市大光寺町地内 5,210,000 有限会社松新建商 4,980,000 95.59%

工事-51 市道５１０２３号線　舗装補修工事 栃木市西方町真名子地内 3,280,000 株式会社大日建設 3,150,000 96.04%

委託-55 旧赤津川第２調節池用地測量業務委託 栃木市箱森町地内 2,140,000
株式会社フィールドプラ
ンニング

2,030,000 94.86%

委託-56 旧赤津川第１調節池用地測量業務委託 栃木市錦町地内 1,980,000
株式会社栃木県用地補
償コンサルタント

1,850,000 93.43%

委託-57 市有地用地測量業務委託 栃木市出流町地内 1,310,000 株式会社落合測量設計 1,230,000 93.89%

委託-58 平井川第１調節池用地測量業務委託 栃木市平井町地内 1,260,000 株式会社拓洋測量設計 1,190,000 94.44%

委託-59 平井川排水施設用地測量業務委託 栃木市平井町地内 1,250,000  藤成測量株式会社 1,180,000 94.40%
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委託-60 西方城跡、二条城跡地籍図測量業務委託 栃木市西方町本城地内外 2,240,000 株式会社落合測量設計 2,100,000 93.75%

委託-61
大宮市営住宅ＡＢ、Ｃ、Ｄ棟屋上防水、外壁
及び排水管改修設計業務委託

栃木市大宮町地内 6,870,000 有限会社牧田設計 6,520,000 94.91%

委託-62
市有建築物定期点検業務委託（小学校その
３）

栃木市薗部町２丁目地内外 1,350,000
一級建築士事務所ワフ
建築設計室

1,280,000 94.81%

委託-63
市有建築物定期点検業務委託（小学校その
２）

栃木市城内町１丁目地内外 1,090,000
カワダ空間工房一級建
築士事務所

1,040,000 95.41%

委託-64
市有建築物定期点検業務委託（小学校その
４）

栃木市寄居町地内外 1,040,000 大森建築設計事務所 990,000 95.19%

委託-65
市有建築物定期点検業務委託（中学校その
２）

栃木市皆川城内町地内外 950,000 青木建築設計事務所 900,000 94.74%

委託-66
市有建築物定期点検業務委託（中学校その
１）

栃木市本町地内外 940,000
株式会社福田建築設計
事務所

890,000 94.68%

委託-67
市有建築物定期点検業務委託（小学校その
１）

栃木市藤岡町藤岡地内外 690,000
有限会社橋本徳雄設計
事務所

660,000 95.65%

委託-68
市道１１２８３号線外　配水管布設替設計業
務委託

栃木市片柳町２丁目地内 7,670,000 有限会社田村創業 7,280,000 94.92%

委託-69
市道１０１３号線外　配水管布設替設計業務
委託

栃木市都賀町深沢地内 7,340,000 株式会社落合測量設計 6,950,000 94.69%

委託-70
市道１１１５４号線外　配水管布設替設計業
務委託

栃木市万町地内外 7,310,000 株式会社落合測量設計 6,930,000 94.80%

委託-71
西方浄水場外機械・電気設備更新設計業務
委託

栃木市西方町本城地内外 6,510,000
株式会社工藤設計 栃木
支店

6,150,000 94.47%

委託-72
市道１２１８３号線外　配水管布設設計業務
委託

栃木市大宮町地内 6,430,000
オリエンタル技術開発株
式会社

6,100,000 94.87%

委託-73
栃木インター西産業団地造成事業に伴う配
水管布設設計業務委託

栃木市吹上町地内外 5,130,000
株式会社栃木県用地補
償コンサルタント

4,850,000 94.54%

委託-74
市道１０３３号線外　配水管布設替設計業務
委託

栃木市都賀町升塚地内 4,580,000
オリエンタル技術開発株
式会社

4,350,000 94.98%

委託-75
市道１４３６０号線外　配水管布設替設計業
務委託

栃木市平井町地内 3,650,000
株式会社フィールドプラ
ンニング

3,460,000 94.79%

委託-76
市道６１００７号線外　配水管布設替設計業
務委託

栃木市岩舟町小野寺地内 2,910,000
株式会社フィールドプラ
ンニング

2,760,000 94.85%

委託-77
公共下水道地質調査業務委託（岩舟町第４
処理分区）

栃木市岩舟町新里地内 5,730,000 芙蓉地質株式会社 5,400,000 94.24%

委託-78
公共下水道地質調査業務委託（大平町第２
処理分区）

栃木市大平町真弓地内外 5,430,000
第一測工株式会社　栃
木支店

5,150,000 94.84%

委託-79 雨水事業用地管理業務委託 栃木市片柳町４丁目地内外 1,710,000 有限会社藤沼造園 1,650,000 96.49%


