
 現在）

1 4月13日 事後審査方式・1 不落 次亜塩素酸ナトリウム購入
長生郡長柄町山之郷260
番地2　山之郷浄水場　他
3箇所

R5.3.31 円/kg

2 4月13日 指名競争 不落
天日乾燥床汚泥処理業務委
託

　長生郡長柄町山之郷260
番地2　山之郷浄水場　他
2箇所

R5.3.17 円/ｔ

3 4月13日 指名競争 不調 機械警備業務委託
長生郡長柄町皿木176番
地  皿木浄水場他７個所 R9.5.31 円/月

4 4月13日 事後審査方式・2 中止 公用車購入 茂原市高師395番地2 R4.11.1 円

5 4月13日 指名競争 (株)協振技建
資材価格調査業務委託（配水
管布設替え工事）

長生郡長柄町皿木65-1～
206地先　他2箇所 R4.5.26 790,000 円

6 4月13日 指名競争 ㈲長生設備工業
検満量水器(φ１３ｍｍ)交換業
務委託

長生郡市広域市町村圏組
合水道事業給水区域内 R5.3.10 2,400 円/個

7 4月13日 指名競争 愛知時計電機㈱ 検満量水器(φ１３ｍｍ)修理
茂原市高師３９５番地２
水道部 R5.3.24 1,289 円/個

8 4月13日 指名競争 柏原計器工業㈱ 検満量水器(φ２０ｍｍ)修理
茂原市高師３９５番地２
水道部 R5.3.24 810 円/個

9 4月13日 指名競争 愛知時計電機㈱ 検満量水器(φ２５ｍｍ)修理
茂原市高師３９５番地２
水道部 R5.3.24 2,249 円/個

10 4月13日 指名競争 アズビル金門㈱ 検満量水器(φ５０ｍｍ)修理
茂原市高師３９５番地２
水道部 R5.3.24 12,800 円/個

11 4月13日 指名競争 不調 検満量水器(φ７５ｍｍ)修理
茂原市高師３９５番地２
水道部 R5.3.24 円/個

12 4月14日 指名競争 芝工業㈱ 機械設備保守点検業務委託
長生郡長南町報恩寺５７９
番地　長南聖苑 R5.3.31 2,260,000 円

13 4月14日 指名競争 芝工業㈱ 空調設備等保守点検業務委託
茂原市下永吉2101番地
長生郡市広域市町村圏組
合　管理棟

R5.3.31 1,140,000 円

（令和５年１月１７日
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14 4月14日 指名競争 ムラスギ防災㈱ 消防設備保守点検業務委託
茂原市下永吉2101番地
長生郡市広域市町村圏組
合　管理棟

R5.3.31 950,000 円

15 4月14日 事後審査方式・3 (株)斉藤商会 新入団員用被服一式購入
茂原市茂原５９８番地　消
防本部 R4.6.30 2,565,500 円

16 4月14日 指名競争 神明建設㈱ 消防機庫新築工事
茂原市中善寺１５５９番地３
(第１支団第３分団第３部） R4.9.30 29,630,000 円

17 4月14日 指名競争 ㈱永山環境科学研究所 水質・排ガス等分析委託
長生郡長生村薮塚1115番
地1　環境衛生センターご
み処理場ほか4箇所

R5.3.31 5,550,000 円

18 4月14日 指名競争 ㈱京葉整管 洗車場汚水槽等清掃委託
長生郡長生村薮塚1115番
地1　環境衛生センターご
み処理場

R5.3.31 1,700,000 円

19 4月14日 指名競争
アルフォーインターナショ
ナル㈱

燃えるごみ専用袋購入
長生郡市広域市町村圏組
合 他 R5.7.31 33,042,000 円

20 4月14日 事後審査方式・4 別紙のとおり ごみ資源化物売却

長生郡長生村薮塚1115番
地1　環境衛生センター
ごみ処理場(ストックヤー
ド)

R4.9.30

21 4月28日 指名競争
(一財)千葉県薬剤師会検
査センター

水質検査業務委託
長生郡長柄町山之郷260
番地2　山之郷浄水場 R5.3.23 7,180,000 円

22 4月28日 指名競争 ㈲佐瀬商事 覆土用山砂購入
茂原市大沢1447番地1　一
般廃棄物最終処分場エコ
パーク長生

R5.3.31 2,580 円/㎥

23 4月28日 指名競争 ㈲滝昇園 搬入路等除草委託
長生郡睦沢町佐貫3605番
地1　一般廃棄物佐貫最終
処分場

R5.3.17 2,300,000 円

24 4月28日 指名競争 ㈱長生園 屋外施設管理委託

茂原市下永吉1815番地
長生郡市温水センター屋
外施設(スポーツ運動広
場・テニスコート）

R5.3.17 1,880,000 円

25 4月28日 指名競争
㈱日産技術コンサルタン
ト

最終処分場実施設計委託 長生郡長柄町船木地先 R5.3.24 81,000,000 円

26 4月28日 指名競争
㈱日産技術コンサルタン
ト

最終処分場浸出水処理施設
発注支援委託

長生郡長柄町船木地先 R5.3.24 9,800,000 円

27 5月13日 指名競争 ㈱ナリコー
感染性産業廃棄物処理業務
委託

茂原市茂原５９８番地　消
防本部・中央消防署 R5.3.31 766,500 円

28 5月13日 指名競争 信葉電機水道㈱ 自家用発電機点検委託
茂原市茂原５９８番地　消
防本部・中央消防署他３署
４分署

R5.3.31 1,650,000 円



入札日
契約金額
（税別）

入札方法NO. 工事等の名称・場所落　　　札　　　　者 工事等の期限

29 5月13日 指名競争 ㈱長生園 配水池等除草業務委託
茂原市真名1720番地　真
名配水場　他8箇所 R4.11.30 1,850,000 円

30 5月13日 指名競争 不落
非常用発電装置保守点検業
務委託

長生郡長柄町山之郷260
番地2　山之郷浄水場　他
4箇所

R4.9.30 円

31 5月13日 指名競争 昱㈱ 加圧ポンプ場等点検業務委託
茂原市真名１７２０番地
他16箇所 R4.9.30 5,500,000 円

32 5月13日 指名競争 不落 クレーン設備点検委託
長生郡長生村薮塚1115番
地1　　環境衛生センター
ごみ処理場

R4.9.30 円

33 5月13日 事後審査方式・5 別紙のとおり 薬品購入
長生郡長生村薮塚1115番
地1　環境衛生センターご
み処理場ほか2箇所

R5.5.31

34 5月25日 指名競争 ㈱豊文堂 広報「長生こういき」印刷製本 R5.3.31 0.95 円/頁

35 5月25日 指名競争 ㈱京葉ビルサービス 庁舎清掃委託
茂原市茂原５９８番地　消
防本部・中央消防署他　３
署４分署

R5.3.31 3,352,000 円

36 5月25日 指名競争 ㈱長生ビル管理 屋内清掃業務委託
長生郡長南町報恩寺５７９
番地　長南聖苑

R4.6.1～
R5.5.31

605,000 円/月

37 5月25日 指名競争 信葉電機水道㈱
加圧ポンプ場受水槽清掃業務
委託

茂原市本納3210番地40
他10箇所 R5.3.15 2,200,000 円

38 5月25日 指名競争 ㈲よねくら造園 配水施設除草作業業務委託
茂原市本納3210番地40
他4箇所 R4.11.30 1,300,000 円

39 5月25日 指名競争 ㈱コスモリサーチ 配・給水管漏水調査業務委託
長生郡長南町岩川地先
他 R5.2.27 7,860,000 円

40 5月25日 指名競争 中止 公用車購入 茂原市高師３９５番地２ R5.2.28

41 5月25日 指名競争 白井企画㈱
北川橋添架管架替工事実施
設計業務委託

長生郡睦沢町寺崎地先 R4.11.25 6,900,000 円

42 5月25日 指名競争
㈱環境技研コンサルタン
ト

東橋添架管架替工事実施設
計業務委託

茂原市猿袋地先 R4.11.25 7,000,000 円

43 5月25日 指名競争 ㈱千町村建築研究所 消防機庫新築設計及び構造
計算委託（リピート）

茂原市谷本142番地１の一
部（第２支団第１分団第３
部

R4.7.29 950,000 円
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44 5月25日 指名競争 ㈱千町村建築研究所
消防機庫新築設計及び構造
強度計算委託（リピート）

長生郡長南町米満３８６番
１他（第９支団第２分団第
１部）

R4.7.29 950,000 円

45 5月25日 事後審査方式・6 ㈱清水商会 警防用備品（浮力ベスト）購入
茂原市茂原５９８番地　消
防本部 R4.8.5 990,000 円

46 5月25日 事後審査方式・7 ㈱清水商会
消防職員被服購入（防火衣一
式）

茂原市茂原５９８番地　消
防本部・中央消防署他３署
４分署

R5.3.24 5,076,000 円

47 5月25日 指名競争 ㈱オオバ
最終処分場嵩上げ工事施工
監理委託

茂原市大沢１４４７番地１
一般廃棄物最終処分場エ
コパーク長生

R5.7.31 5,000,000 円

48 5月25日 指名競争 極東サービス株式会社
粗大供給クレーン油圧バケット
更新工事

長生郡長生村薮塚１１１５
－１ 環境衛生センターご
み処理場

R5.3.17 9,120,000 円

49 6月8日 指名競争 東日総業㈱
天日乾燥床砂入替え業務委
託

長生郡長柄町山之郷260
番地2　山之郷浄水場　他
2箇所

R5.3.15 25,000 円/ｔ

50 6月8日 指名競争 司機工㈱ ろ過機電動弁更新工事
長生郡長柄町皿木１７６番
地 皿木浄水場 R4.10.20 5,200,000 円

51 6月8日 指名競争 昱(株)
非常用発電設備点検整備業
務委託

長生郡睦沢町大上3547番
地1　他３箇所 R4.9.30 1,800,000 円

52 6月8日 指名競争 昱(株) 監視制御設備更新工事
茂原市高師395番地2　水
道部　他２箇所 R7.3.17 125,000,000 円

53 6月8日 事後審査方式・8 （株）安川 配水管布設替え工事
長生郡白子町八斗475～
469-2地先 R4.10.17 14,200,000 円

54 6月8日 事後審査方式・9 （有）浜谷総業 配水管布設替え工事
茂原市東郷1047-7～975-
73地先 R4.11.30 34,000,000 円

55 6月8日 事後審査方式・10 ㈱斉藤商会
消防職員被服（活動服一式）
購入

茂原市茂原５９８番地　消
防本部・中央消防署他３署
４分署

R5.3.24 3,259,600 円

56 6月8日 事後審査方式・11 ㈱清水商会
消防職員被服（救急服一式）
購入

茂原市茂原５９８番地　消
防本部・中央消防署他３署
４分署

R4.10.28 2,771,820 円

57 6月8日 事後審査方式・12 ㈱千葉ト－ハツ商会
消防職員被服（救助服一式）
購入

茂原市茂原５９８番地　中
央消防署及び本納分署 R4.10.28 890,000 円

58 6月8日 事後審査方式・13 ㈱斉藤商会 消防職員被服（冬制服一式）
購入

茂原市茂原５９８番地　消
防本部・中央消防署他３署
４分署

R5.3.24 876,870 円
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59 6月8日 事後審査方式・14 ㈲千葉冷設 空調設備更新工事
生郡長生村薮塚１１１５番
地１　環境衛生センターご
み処理場

R5.3.17 2,600,000 円

60 6月8日 指名競争 極東サービス㈱ クレーン設備修繕工事
長生郡長生村薮塚1115番
地1　　環境衛生センター
ごみ処理場

R5.3.17 2,200,000 円

61 6月8日 指名競争 ㈱千葉施設管理センター
高圧受電設備保守点検業務
委託

茂原市大沢1447番地1 一
般廃棄物最終処分場エコ
パーク長生他

R4.7.1～
R9.6.30

24,600 円/月

62 6月21日 事後審査方式・15 川上機工㈱ オゾンガス発生装置購入
茂原市茂原５９８番地　消
防本部他１署２分署 R4.10.31 900,000 円

63 6月21日 指名競争 大和リース㈱
庁用自動車（救急普及啓発
車）賃貸借

茂原市茂原５９８番地　消
防本部

R4.12.1～
R9.11.30

32,600 円/月

64 6月21日 事後審査方式・16 （有）中村住宅設備 配水管布設替え工事
長生郡睦沢町佐貫1580～
1517地先 R4.9.28 9,700,000 円

65 6月21日 事後審査方式・17 （有）石田水道工事店 配水管布設替え工事
茂原市東郷1423-1～
1360-2地先 R4.10.26 9,572,000 円

66 6月29日 指名競争 ㈱榎本建築設計事務所
B棟改築工事基本実施設計業
務委託

茂原市本納２７７７番地
公立長生病院 R5.3.24 83,500,000 円

67 6月29日 事後審査方式・18 昱㈱ 加圧ポンプ吐出弁改修工事
茂原市真名1720番地　真
名配水場 R5.2.24 4,200,000 円

68 6月29日 事後審査方式・19 福井電機㈱ 制御盤更新工事
長生郡長柄町山之郷260
番地2　山之郷浄水場　他
1箇所

R5.3.8 13,300,000 円

69 6月29日 事後審査方式・20 福井電機㈱
取水井情報伝送装置更新工
事

長生郡長柄町皿木176番
地　皿木郷浄水場　他5箇
所

R5.3.15 11,000,000 円

70 6月29日 事後審査方式・21 東洋計器㈱ 新品量水器（φ13㎜）購入
茂原市高師395番地2  水
道部 R5.3.24 2,020 円/個

71 6月29日 事後審査方式・22 東洋計器㈱ 新品量水器（φ20㎜）購入
茂原市高師395番地2  水
道部 R5.3.24 3,060 円/個

72 6月29日 事後審査方式・23 芝工業㈱ 空調機等改修工事
長生郡長南町報恩寺５７９
番地　長南聖苑

R5.2.28 13,362,000 円

73 6月29日 指名競争
㈱環境施設コンサルタン
ト

ごみ焼却施設精密機能検査委
託

長生郡長生村薮塚1115番
地1　環境衛生センターご
み処理場

R5.3.17 1,800,000 円
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74 7月12日 指名競争 不落 寝具類賃貸借
茂原市本納２７７７番地
公立長生病院

R4.10.1～
R7.9.30

円/日

75 7月12日 指名競争 ㈲白子紙業
一般廃棄物収集・運搬等業務
委託

茂原市本納２７７７番地
公立長生病院

R4.10.1～
R7.9.30

190,000 円/月

76 7月12日 指名競争 ㈱ナリコー
産業廃棄物収集・運搬等業務
委託

茂原市本納２７７７番地　公立長
生病院

R4.10.1～
R7.9.30

5,251,000 円

77 7月12日 事後審査方式・24 中止
警防用備品（署活動系無線
機）購入

茂原市茂原５９８番地　消
防本部 R5.3.24 円

78 7月12日 指名競争 ㈱サンコーマテリアル 破砕機ハンマー等部品購入
長生郡長生村薮塚1115番
地1　環境衛生センターご
み処理場

R5.3.31 3,195,000 円

79 7月12日 指名競争
JFEアクアサービス機器
㈱

中間塩素設備点検業務委託
茂原市七渡2585番地　七
渡中間塩素室 R5.1.31 2,900,000 円

80 7月12日 指名競争 昱㈱
自動残留塩素計及び自動水
質監視装置保守点検業務委
託

長生郡長柄町山之郷260
番地2　山之郷浄水場　他
7箇所

R5.2.28 5,450,000 円

81 7月12日 事後審査方式・25 昱㈱ 受変電設備更新工事
長生郡長柄町皿木１７６番
地　皿木浄水場 R5.3.15 7,600,000 円

82 7月12日 事後審査方式・26 （有）内山住設 配水管布設替え工事
長生郡一宮町綱田511-39
～518-6地先 R4.12.13 23,160,000 円

83 7月12日 事後審査方式・27 不落 配水管布設替え工事
茂原市北塚947-10～947-
106地先 R4.11.24 円

84 7月12日 事後審査方式・28
大成土木設備（株）

配水管布設替え工事
茂原市八幡原799-169～
799-91地先 R4.11.30 14,950,000 円

85 7月12日 事後審査方式・29 （株）並木設備 配水管仮設工事
茂原市長清水106～八千
代2丁目14-3地先　他 R4.10.26 5,800,000 円

86 7月12日 事後審査方式・30 （有）長生工業所 配水管移設工事 長生郡長生村岩沼地先 R4.10.13 1,500,000 円

87 7月12日 事後審査方式・31 （有）長生工業所 配水管移設工事
茂原市高師693-5～六ツ
野2798-5地先 R4.9.26 1,430,000 円

88 7月22日 指名競争 防災技術センター㈱ 消防設備点検等業務委託
茂原市本納２７７７番地
公立長生病院

R4.10.1～
R7.9.30

2,190,000 円



入札日
契約金額
（税別）

入札方法NO. 工事等の名称・場所落　　　札　　　　者 工事等の期限

89 7月22日 事後審査方式・32 ㈱モリタ
消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型
（水槽付８００Ｌ)

茂原市茂原５９８番地　消
防本部 R4.3.15 45,200,000 円

90 7月22日 事後審査方式・33 ㈱モリタ
消防ポンプ自動車ＣＤ―Ⅰ型
（３．５ｔ未満）

茂原市茂原５９８番地　消
防本部 R5.3.10 17,200,000 円

91 7月22日 事後審査方式・34 ㈱千葉ト－ハツ商会 小型動力ポンプ付積載車
茂原市茂原５９８番地　消
防本部 R5.2.22 23,310,000 円

92 7月22日 指名競争 千葉トヨタ自動車㈱
高規格救急自動車（高度救命
処置用資機材含む）

茂原市茂原５９８番地　消
防本部 R5.2.15 31,570,000 円

93 7月22日 指名競争 京葉測量㈱
業務用パソコン賃貸借及び保
守

茂原市茂原５９８番地　消防
本部・中央消防署ほか３署４
分署
茂原市下永吉２１０１番地　組
合管理棟ほか４箇所

R4.9.1～
R9.8.31

243,000 円/月

94 7月22日 指名競争 JFE条鋼㈱ 廃乾電池運搬処理委託
長生郡長生村薮塚1115番
地1　環境衛生センターご
み処理場ほか1箇所

R5.3.31 55,000 円/ｔ

95 7月22日 事後審査方式・35 ㈲島田商店 消石灰Ａロック購入
長生郡長生村薮塚1115番
地1　環境衛生センターご
み処理場

R4.9.30 30 円/kg

96 7月28日 事後審査方式・37 （有）関工業所 配水管布設替え工事
茂原市下永吉2684-13～
2735地先 R5.2.1 35,000,000 円

97 7月28日 事後審査方式・38 （有）岩瀬設備 配水管布設替え工事
茂原市町保10-93～10-2
地先 R4.12.12 4,900,000 円

98 7月28日 指名競争 東鉄工業㈱ 軌道横断推進工事
長生郡一宮町東浪見2731
～2712地先 R5.3.16 43,750,000 円

99 8月10日 事後審査方式・36 (株)山﨑組 最終処分場嵩上げ工事
茂原市１４４７番地１　一般
廃棄物最終処分場エコ
パーク長生

議会議決日の
翌日～R5.7.31

180,000,000 円

100 8月10日 指名競争 ㈱京葉ビルサービス 清掃寝具交換等業務委託
茂原市本納２７７７番地
公立長生病院

R4.10.1～
R7.9.30

3,436,000 円/月

101 8月10日 指名競争 ㈱アイワ警備保障 警備業務委託
茂原市本納２７７７番地
公立長生病院

R4.10.1～
R7.9.30

888,000 円/月

102 8月10日 指名競争 ㈱アイワ警備保障 庁舎宿日直業務委託
茂原市高師395番地2　水
道部

R9.9.30 346,500 円/月

103 8月10日 指名競争 千葉ビル管理㈱ 庁舎清掃業務委託
茂原市高師395番地2　水
道部 R9.9.30 165,000 円/月



入札日
契約金額
（税別）

入札方法NO. 工事等の名称・場所落　　　札　　　　者 工事等の期限

104 8月10日 指名競争 京葉測量㈱
業務用パソコン及びネットワー
クサーバ機器の賃貸借及び保
守契約

茂原市高師395番地2　水
道部他１箇所

R4.12.1～
R9.11.30

327,000 円/月

105 8月10日 事後審査方式・39 （株）齋藤組 旭橋側道橋水道管添架工事 長生郡白子町剃金地先 R5.3.15 40,500,000 円

106 8月10日 事後審査方式・40 （有）長谷川設備 地下式消火栓設置工事
茂原市三ヶ谷1341-1地先
他7箇所 R4.12.19 11,000,000 円

107 8月10日 指名競争 昱㈱
取配水流量計他保守点検業
務委託

長生郡長柄町皿木176番
地　皿木浄水場他4箇所 R5.2.15 1,700,000 円

108 8月10日 事後審査方式・41 東日総業㈱ 屋根防水改修工事
長生郡長柄町山之郷260
番地2　山之郷浄水場他1
箇所

R5.2.1 4,950,000 円

109 8月10日 事後審査方式・42 ㈱千葉ト－ハツ商会 小型動力ポンプ積載車
茂原市茂原５９８番地　消
防本部 R5.2.24 6,278,000 円

110 8月10日 事後審査方式・43 ㈱モリタ 指揮支援車
茂原市茂原５９８番地　消
防本部 R5.2.24 8,800,000 円

111 8月10日 事後審査方式・44 大成産業㈱
警防用備品（空気呼吸器）購
入

茂原市茂原５９８番地　消
防本部 R5.3.17 1,180,000 円

112 8月31日 指名競争 ㈱テレコム
警防用備品（署活動系無線
機）購入

茂原市茂原５９８番地　消
防本部 R5.3.24 672,800 円

113 8月31日 事後審査方式・45 ㈱清水商会
搬送用アイソレーター装置購
入

茂原市茂原５９８番地　消
防本部

R5.3.15 1,600,000 円

114 8月31日 事後審査方式・46 中止
B棟揚水ポンプ（No.1）更新工
事

茂原市本納2777番地　公
立長生病院

R5.3.17 円

115 8月31日 指名競争 不調 高速カラー印刷機賃貸借
茂原市下永吉2101番地
長生郡市広域市町村圏組
合　管理棟

R4.12.1～
R9.11.30

円/月

116 8月31日 事後審査方式・47 ㈲千葉冷設 空調設備更新工事
茂原市下永吉１８１５番地
長生郡市温水センター R4.11.30 2,300,000 円

117 8月31日 指名競争 ㈲佐瀬商事 焼却灰等搬出業務委託
長生郡長生村薮塚1115番地1
環境衛生センター ごみ処理
場

R4.10.1～
R7.11.30

1,760 円/ｔ

118 8月31日 事後審査方式・48 ㈲中村電気商会 取水ポンプ制御盤更新工事
長生郡長柄町山之郷682
番地1　山之郷2系1号井
他3箇所

R5.3.15 5,500,000 円



入札日
契約金額
（税別）

入札方法NO. 工事等の名称・場所落　　　札　　　　者 工事等の期限

119 8月31日 指名競争 結設計(株) 水管橋点検業務委託
茂原市真名326番地（岩出
橋）他9箇所 R4.12.20 2,000,000 円

120 8月31日 指名競争
㈱環境技研コンサルタン
ト

配水管布設替え実施設計業
務委託

長生郡長柄町針ヶ谷～長
柄山地先 R5.3.16 13,000,000 円

121 8月31日 事後審査方式・49 （有）長生設備工業 配水管布設替え工事
長生郡一宮町一宮7461-1
～7459-4地先 R4.12.12 14,000,000 円

122 8月31日 事後審査方式・50 白石管工事（株） 配水管布設替え工事
長生郡一宮町東浪見
7122-7～7494-12地先 R5.3.17 14,000,000 円

123 8月31日 事後審査方式・51 （有）長谷川商店 配水管布設替え工事
長生郡長南町深沢118～
133-1地先 R5.1.31 22,000,000 円

124 8月31日 事後審査方式・52 （有）石井総合設備 配水管布設工事
長生郡長柄町高山21～大
庭102地先 R5.1.19 14,700,000 円

125 9月30日 事後審査方式・53 岡澤鉄工所 配水管布設替え工事
長生郡一宮町東浪見2731
～2712地先 R5.1.13 2,500,000 円

126 9月30日 事後審査方式・54 (株)アラチ水道センター 配水管布設替え工事 茂原市立木376～306地先 R5.2.15 18,400,000 円

127 9月30日 事後審査方式・55 信葉電機水道（株） 配水管布設替え工事
長生郡長生村金田2113～
2133地先 R5.1.16 9,860,000 円

128 9月30日 事後審査方式・56 (株)並木設備 配水管布設工事
茂原市高師822地先　他1
箇所 R4.12.14 2,500,000 円

129 9月30日 事後審査方式・57 司機工㈱ 減圧弁更新工事
茂原市大沢216番地　大沢
第１減圧弁

R5.2.24 2,050,000 円

130 9月30日 事後審査方式・58 福井電機㈱ ポンプ設備更新工事
長生郡長柄町皿木１７６番
地　皿木浄水場 R5.3.15 11,800,000 円

131 9月30日 事後審査方式・59 昱㈱
無停電電源装置及び水位計
更新工事

長生郡長柄町山之郷２６０
番地２　山之郷浄水場他２
箇所

R5.3.15 13,600,000 円

132 9月30日 指名競争 日伸建設㈱ 消防機庫新築工事
茂原市谷本142番1(第２支
団第１分団第３部） R5.3.17 30,800,000 円

133 9月30日 指名競争 丸信工業㈱ 消防機庫新築工事
長生郡長南町米満386番
1(第９支団第２分団第１
部）

R5.2.15 24,000,000 円



入札日
契約金額
（税別）

入札方法NO. 工事等の名称・場所落　　　札　　　　者 工事等の期限

134 9月30日 指名競争 ㈱榎本建築設計事務所
消防施設感染対策改修工事
設計委託

茂原市茂原５９８番地　消
防本部・中央消防署他１署
４分署

R4.12.26 9,400,000 円

135 9月30日 指名競争 極東サービス株式会社
ごみ処理施設クレーン部品購
入

長生郡長生村薮塚1115番
地1　環境衛生センター ご
み処理場

R5.3.31 1,640,000 円

136 9月30日 指名競争 (株)千葉測器 ファックス賃貸借

長生郡長生村薮塚1115番
地1　　環境衛生センター
ごみ処理場　3階組合事務
室

R4.11.1～
R9.10.31

8,000 円/月

137 9月30日 事後審査方式・60 別紙のとおり ごみ資源化物売却
長生郡長生村薮塚1115番
地1　環境衛生センターご
み処理場（ストックヤード）

R5.3.31 別紙のとおり

138 10月5日 事後審査方式・61 （有）浜谷総業 配水管布設替え工事
長生郡長柄町針ヶ谷1643
～670-2地先 R5.3.13 94,800,000 円

139 10月5日 事後審査方式・62 （株）金城組 配水管布設替え工事
長生郡長柄町皿木206～
247-1地先 R5.3.1 103,350,000 円

140 10月13日 指名競争 中止
Ｂ棟揚水ポンプ（No.1）更新工
事

茂原市本納2777番地　公
立長生病院 R5.3.17

141 10月13日 指名競争 (株)ぎょうせい 例規集データ作成委託
R5.1.1～
R9.12.31

3,249,000 円

142 10月19日 指名競争 (株)千葉測器 高速カラー印刷機賃貸借
茂原市下永吉2101番地
長生郡市広域市町村圏組
合　管理棟

R4.12.1～
R9.11.30

72,000 円/月

143 10月19日 指名競争 ㈱豊文堂
「ゴミと資源の分け方・出し方」
作製

茂原市下永吉2101　長生
郡市広域市町村圏組合
環境衛生課　ほか7箇所

R5.2.10 1,879,200 円

144 10月19日 事後審査方式・63 中止 ごみ焼却施設ポンプ等購入
長生郡長生村薮塚1115番
地1　環境衛生センターご
み処理場

R5.3.31

145 10月19日 指名競争 中止
高圧受電設備遮断器等更新
工事

長生郡長生村薮塚１１１５
番地１　環境衛生センター
ごみ処理場

R6.3.15

146 10月19日 事後審査方式・64 ㈱関東調査事務所 取水井建屋補強工事
市原市滝口357番地　皿木
系灌漑1号井 R5.3.15 6,500,000 円

147 10月19日 指名競争 不落
医療画像管理システム(PACS)
の購入及び保守契約

茂原市本納２７７７番地
公立長生病院

R5.3.17

148 10月24日 事後審査方式・65 ㈱緑川組 Ｃ棟防水改修工事
茂原市本納２７７７番地
公立長生病院 R5.3.17 51,000,000 円



入札日
契約金額
（税別）

入札方法NO. 工事等の名称・場所落　　　札　　　　者 工事等の期限

149 11月1日 指名競争 常泉鉄工㈱
飲料水兼用耐震性貯水槽点
検清掃委託

①茂原市緑ケ丘1丁目41番地6号　緑ケ丘コ
ミュニティーセンター駐車場
②長生郡睦沢町上市場1349番地6　八坂神
社駐車場

R5.2.15 3,130,000 円

150 11月1日 事後審査方式・66 昱㈱ 加圧ポンプ更新工事
長生郡一宮町東浪見842
番地1　綱田加圧ポンプ場 R5.3.17 1,880,000 円

151 11月9日 事後審査方式・67 （株）諸岡設備工業 配水管布設替え工事
長生郡長生村七井土1682
～金田2965-1地先 R5.3.17 21,500,000 円

152 11月9日 事後審査方式・68 （株）加藤工業所 配水管移設工事
長生郡睦沢町大谷木59～
106地先 R5.3.16 15,400,000 円

153 11月9日 事後審査方式・69 （有）長生工業所 配水管移設工事
長生郡長柄町大庭679～
686地先 R5.1.18 3,100,000 円

154 11月9日 指名競争 昱(株) 加圧ポンプ設備更新工事
長生郡一宮町東浪見3043
番地　大村加圧ポンプ場 R5.3.17 7,000,000 円

155 11月9日 事後審査方式・70 中止
生化学自動分析装置の購入
及び保守委託

茂原市本納２７７７番地
公立長生病院 R5.3.17

156 11月9日 事後審査方式・71 ㈱吉田商会 消防用ホース（常備用）購入
茂原市茂原５９８番地　消
防本部 R5.3.10 3,296,900 円

157 11月9日 事後審査方式・72 ㈱斉藤商会 消防用ホース（非常備用）購入
茂原市茂原５９８番地　消
防本部 R5.1.30 3,577,500 円

158 11月22日 事後審査方式・73 （有）小林水道鉄工 配水管布設替え工事
茂原市茂原170-1～222地
先

R5.3.17 19,500,000 円

159 11月22日 事後審査方式・74 常泉鉄工（株） 配水管布設替え工事
茂原市粟生野2447～御蔵
芝1630地先

R5.3.17 28,000,000 円

160 11月22日 事後審査方式・75 （有）今井設備工業 水路横断管架替工事
長生郡白子町古所5082地
先 R5.3.17 26,000,000 円

161 11月22日 事後審査方式・76 (株)サトペン 圧力タンク塗装修繕
茂原市真名1720番地　真
名配水場 R5.3.10 1,840,000 円

162 11月22日 事後審査方式・77 ㈲幸治工務店 防火水槽撤去工事 長生郡長生村岩沼８２３番 R5.2.28 1,725,000 円

163 11月22日 事後審査方式・78 ㈲長谷川部品 公用自動車（消防車両）売却
長生郡長柄町味庄２１番
地１　味庄分署 R5.1.31 2,475,000 円



入札日
契約金額
（税別）
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164 11月30日 事後審査方式・79 （有）浜谷総業 配水管布設替え工事
茂原市茂原600-4～839地
先 R5.3.17 19,000,000 円

165 11月30日 事後審査方式・80 (有)岡本水道工業所 配水管布設替え工事
長生郡長生村金田2776-1
～2788地先 R5.3.17 10,600,000 円

166 11月30日 事後審査方式・81 （有）浜谷総業 配水管布設替え工事
長生郡長柄町山之郷260-
2～270-7地先 R5.3.17 10,500,000 円

167 11月30日 事後審査方式・82 （株）米倉工業 配水管布設工事
長生郡長南町岩撫1～5-1
地先 R5.3.17 15,500,000 円

168 11月30日 指名競争 ㈲雅松園 樹木剪定業務委託
長生郡長柄町皿木176番
地　皿木浄水場　他1箇所 R5.2.27 1,000,000 円

169 11月30日 事後審査方式・83 ㈱三枝組 屋上防水改修工事（その１）
茂原市下永吉２１０１番地
長生郡市広域市町村圏組
合　管理棟

R5.3.8 3,950,000 円

170 1月17日 事後審査方式・84 (株)並木設備 配水管移設工事 茂原市緑町35-1地先 R5.3.17 2,000,000 円

171 1月17日 事後審査方式・85 （有）岩瀬設備 配水管布設替え工事
長生郡長南町市野々1223
～1233地先 R5.3.17 2,500,000 円

172 1月17日 事後審査方式・86 岡澤鉄工所 配水管移設工事
長生郡長柄町大庭686～
629地先 R5.3.17 8,300,000 円

173 1月17日 事後審査方式・87
（株）元岡設備

舗装本復旧工事 茂原市柴名222～102地先 R5.3.17 1,298,000 円

174 1月17日 事後審査方式・88
日本調理機㈱

温冷配膳車及び配膳車用ト
レーの購入

茂原市本納２７７７番地
公立長生病院

R5.3.17 1,600,000 円

175 1月17日 指名競争 モデン工業㈱
高圧受電設備遮断器等更新
工事

長生郡長生村薮塚1115番
地1　環境衛生センターご
み処理場

R6.3.15 16,400,000 円

176 1月17日 事後審査方式・89 不落 高圧受変電設備改修工事
茂原市下永吉２１０１番地
長生郡市広域市町村圏組
合　管理棟

R5.7.12


