
新生ビルテクノ（株 （株）オーチュー ニュー船橋（株）

96,422,400

89,280,000

特産エンジニアリン
グ（株）

柾木工業（株）
日本環境クリアー
（株）

61,236,000

56,700,000

（有）モアグリーン （有）白冨士園 （有）大野造園 進光園緑化（株） （株）青野造園土木
（有）ランディックス・
ガーデン

26,240,760

24,297,000

進光園緑化（株） （有）白冨士園 （有）モアグリーン （有）大野造園 （株）青野造園土木
（有）ランディックス・
ガーデン

24,833,790

22,994,250

（有）白冨士園
（有）ランディックス・
ガーデン

進光園緑化（株） （株）青野造園土木 （有）モアグリーン （有）大野造園

21,049,200

19,490,000

（株）青野造園土木 （有）白冨士園 （有）モアグリーン 進光園緑化（株）
（有）ランディックス・
ガーデン

（有）大野造園

22,136,711

20,496,955

（有）ランディックス・
ガーデン

山晃興業（株） （有）大野造園 進光園緑化（株） （有）白冨士園 （株）ミヤノ （株）青野造園土木 （有）モアグリーン （株）Ｉ．Ｇ．Ｏ．

19,599,770

18,147,936

進光園緑化（株） （有）大野造園 （株）ミヤノ （株）青野造園土木 （有）白冨士園 （株）Ｉ．Ｇ．Ｏ． （有）モアグリーン 山晃興業（株）
（有）ランディックス・
ガーデン

13,135,626

12,162,617

（有）大野造園
（有）ランディックス・
ガーデン

進光園緑化（株） （有）白冨士園 （株）ミヤノ （有）モアグリーン （株）青野造園土木 山晃興業（株） （株）Ｉ．Ｇ．Ｏ．

13,014,000

12,050,000

（有）モアグリーン （有）大野造園 （株）青野造園土木 （株）ミヤノ 山晃興業（株） （有）白冨士園 進光園緑化（株） （株）Ｉ．Ｇ．Ｏ．
（有）ランディックス・
ガーデン

13,805,640

12,783,000

船田興業（有） （株）飛翔工業 （株）建総 新栄工業（株）
千葉ロードサービス
（株）

7,659,792

7,092,400

（株）コスモスバス
なの花交通バス
（株）

6,569,564

6,082,930

（株）大和速記情報
センター

（株）会議録セン
ター

（株）会議録研究所 （株）澤速記事務所
（株）ジャパンインターナ
ショナル総合研究所

6,280,048

5,814,860

防災技術センター
（株）

（株）小川防災 （株）清水商会 千葉ノーミ（株） （株）大英電業社

5,130,000

4,750,000

（株）日京クリエイト
（株）アスモフード
サービス

14,362,272

13,298,400

昭和（株）
（株）サーベイリ
サーチセンター

（株）パスコ （株）総合環境計画 （株）グリーンエコ
（株）シオ政策経営
研究所

（株）サンビーム 社会システム（株） 中央開発（株）
（株）エス・アール・
シー

（株）ちばぎん総合
研究所

（株）アーバントラフィック
エンジニアリング

（株）建設技術研究
所

4,860,000

4,500,000

船田興業（有） （有）モアグリーン （有）白冨士園 進光園緑化（株）
（有）ランディックス・
ガーデン

4,438,800

4,110,000

常陽メンテナンス
（株）

ビソー工業（株） エクレ（株） （株）日進産業
（株）三幸コミュニ
ティマネジメント

（株）サンメンテナン
ス

日本美装（株）

97,780,867

90,537,840

セコム（株） 綜合警備保障（株）

7,892,640

7,308,000

（株）長大
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）

（株）建設技術研究
所

三菱ＵＦＪリサーチ
＆コンサルティング
（株）

40,559,400

37,555,000

0

15,100,076

18,700,000 18,999,660 19,000,000 20,096,968

10,270,417 10,473,169

緑地管
理・道路
清掃

70.9% 有 12,976,200

24,801,000 25,421,000 25,874,478

13,479,280

1 平成27年4月1日

【長期】白井市文化センター
総合管理業務委託
白井市復１１４８－８
白井市文化センター

建物設備
等保守・
修繕

8 平成27年4月1日
街路樹等管理委託（第１号）
市道００－０２０号線
外３０路線

2

18,536,040

101,250,000

99,972,000

辞退

33,391,440 78.6%

59,700,000

110,640,000

83,937,600

95.2%

73.0%

平成27年4月1日
街路樹等管理委託（第２号）
白井駅前広場（南側）
外３９路線

緑地管
理・道路
清掃

平成27年4月1日
【長期】ポンプ場運転管理業
務委託
白井市根地先外

施設等運
転管理他

24,570,300

有 58,756,320

有 23,374,440

25,088,786 17,118,08324,928,13124,400,000

平成２７年度　入札結果一覧（一般・委託）

4 平成27年4月1日
公園緑地管理委託（第１号）
白井市復１４２２－１０
白井総合公園外１６箇所

有 70,876,080

3

23,300,000

9 平成27年4月1日
公園緑地管理委託（第４号）
白井市大山口１丁目２６
中木戸公園外４３箇所

緑地管
理・道路
清掃

18,493,920 70.4% 有 12,947,040

12,474,019 12,790,00012,228,729 16,400,000 18,306,27113,646,54312,972,843 13,094,000

6 平成27年4月1日
街路樹等管理委託（第３号）
西白井駅前広場（北側）
外４４路線

緑地管
理・道路
清掃

27,851,040 79.5% 有 19,496,160

21,685,000 15,499,99821,230,000 21,751,839 25,147,435

10 平成27年4月1日
街路樹等管理委託（第４号）
市道００－０２１号線
外６２路線

緑地管
理・道路
清掃

18,260,640 75.6% 有 12,782,880

10,312,952 10,636,78013,956,146 11,645,435 11,998,97711,536,32711,050,000 11,400,000

11 平成27年4月1日
道路清掃（側溝）業務委託
（Ｈ２７）
白井市内一円

緑地管
理・道路
清掃

9,977,040 76.8% 有 6,984,360

7,897,000 7,986,4007,450,000 8,344,000

18,330,000 20,354,000 25,893,567

11,643,00010,600,000 11,300,670 11,820,000

有 19,324,4407 平成27年4月1日
公園緑地管理委託（第２号）
白井市南山１丁目４
南山公園外２１箇所

緑地管
理・道路
清掃 20,105,317

12 平成27年4月2日
運転手付きバス運行業務委
託
随時市が指定する場所

運搬・保
管

有 6,569,564

8,799,880

27,604,800 71.0%

8,048,160 81.6%

12,157,864

緑地管
理・道路
清掃

30,238,920 82.1% 21,168,000有

5 平成27年4月1日
公園緑地管理委託（第３号）
白井市清水口２丁目２
七次第一公園外３８箇所

緑地管
理・道路
清掃

29,147,040

No. 開札日（１回目） 件名及び場所 業種

20,186,315 21,884,125 23,052,000

上：落札者
中：契約額
下：落札額

72.2% 有 20,403,360

20,057,623

予定価格
（税込）

落札率
低制

限価格
の有無

低制
限価格
（税込）

備考

14 平成27年4月2日

消防設備保守点検委託（そ
の１～１３）
白井市復１１２３
白井市役所外２７

21,617,280 66.4% 有

無効

3,500,000 3,900,000

参加者及び入札額

5,904,710

13 平成27年4月2日
議会会議録作成業務委託
白井市復１１２３　白井市役所

その他委
託

6,351,865 6,818,942 辞退

6,338,520 99.1% 有 4,437,720

建物設備
等保守・
修繕

5,330,880 96.2% 有 3,732,480

4,877,000 4,986,000 5,014,000 13,653,140

15 平成27年5月19日
【長期】給食調理業務委託
白井市復１１２３
白井市こども発達センター

医療・医
事・給食

14,051,880

16,200,000

16 平成27年5月19日
白井市まち・ひと・しごと創生
総合戦略策定基礎調査委託
白井市全域

調査・計
画

2,510,000

6,156,000 78.9% 有 4,309,200

5,300,000

5,268,240 84.3%

2,850,000 2,980,000 3,000,0005,500,000 1,300,000 1,470,000 2,350,000 2,430,000

17 平成27年5月19日
道路清掃（除草等）業務委託
（Ｈ２７－２）
白井市内一円

緑地管
理・道路
清掃

有 3,425,760

4,257,000 4,526,080 4,707,000 4,743,200

18 平成27年8月5日

【長期】庁舎総合管理委託（Ｈ２
７～Ｈ３０）
白井市復１１２３
白井市役所外１

建物管
理・清掃

128,772,720 75.9% 有 90,142,200

91,404,000 94,500,000 94,631,760 97,290,000 79,920,000 129,348,000

19 平成27年9月28日

【長期】学童保育所機械警備
業務委託
白井市大山口２－２－１
大山口学童保育所外５箇所

警備・受
付・施設
運営

9,720,000 81.2% 有 5,832,000

3,240,000

20 平成27年11月20日
学校給食共同調理場建替事業
アドバイザリー業務委託
白井市復１１２３　白井市役所

調査・計
画

52,745,040 76.9% 有 34,284,600

39,000,000 46,600,000 49,229,700

21 平成28年12月18日 労働者（保育士）派遣業務 有


