
案件名 担当課 開札日 開札時間 落札業者 落札額（入札書記載金額）

清掃４ 宮崎市保健所・中央保健センター清掃業務委託 保健医療課 1月23日 10:00 ㈱大宝 \12,100,000

清掃５ 別府街区公園外廃棄物収集運搬及び清掃業務委託 公園緑地課 1月23日 9:00 宮崎総合ビル管理㈱ \9,600,000

清掃６ 二葉街区公園外廃棄物収集運搬及び清掃業務委託 公園緑地課 1月23日 9:00 ㈱宝ビルサービス \9,000,000

清掃８ 住吉公園外廃棄物収集運搬及び清掃業務委託 公園緑地課 1月23日 9:00 ㈱栄建工業 \6,800,000

清掃９ 宮崎市消防局庁舎外１０箇所清掃業務委託 消防局総務課 1月23日 13:40 ㈱宮崎つやげん \6,495,000

清掃１２ 令和５年度都市公園清掃業務委託 清武・農林建設課 1月23日 13:40 (有)親生ビルサービス \7,000,000

清掃１７ 西部地区農村環境改善センター清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 宮崎総合ビル管理㈱ \4,770,000

清掃２０ 江平自転車歩行者道線外２線公衆便所外清掃業務委託 道路維持課 1月23日 9:40 ㈱宮崎美装社 \2,900,000

清掃２１ 宮崎市清武地区交流センター清掃業務委託 清武・地域市民福祉課 1月23日 13:40 ㈱文化コーポレーション \2,684,000

清掃２２ 宮崎市加納地区交流センター清掃業務委託 清武・地域市民福祉課 1月23日 13:40 ㈱文化コーポレーション \2,639,000

清掃２３ 宮崎東地区交流センター清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 (有)宮崎メンテナンス \2,500,000

清掃２５ 宮崎西地区交流センター清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 宮交ビルマネジメント㈱ \2,180,000

清掃２６ 生目地区交流センター清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 (有)親生ビルサービス \2,200,000

清掃２８ 生目台地区交流センター清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 ㈱栄建工業 \2,159,000

清掃２９ 赤江東地区交流センター清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 (有)西日本ビル管理 \2,340,000

清掃３１ 青島地区交流センター清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 ㈱栄建工業 \2,180,000

清掃３２ 宮崎地区交流センター清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 ㈱宝ビルサービス \2,160,000

清掃３４ 生目南公民館清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 (有)ふたばビル産業 \1,770,000

清掃３５ 本郷公民館清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 (有)宮崎ビル保全 \1,836,000

清掃３６ 東大宮地区コミュニティセンター清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 千歳ビルサービス㈱ \1,800,000

清掃３７ 赤江公民館清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 (有)大和防虫センター \1,810,000

清掃３８ 大塚公民館清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 (有)ふたばビル産業 \1,765,000

清掃３９ 檍公民館清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 (有)親設産業 \1,735,000

清掃４０ 住吉公民館清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 ㈱山﨑ビル環境サービス \2,040,000

清掃４１ 木花公民館清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 (有)親設産業 \1,885,000

清掃４２ 大淀公民館清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 千歳ビルサービス㈱ \1,777,000

清掃４３ みやざき動物愛護センター清掃業務委託 保健衛生課 1月23日 9:30 ㈲親生ビルサービス \1,680,000

清掃４４ 大淀地域事務所・大塚地域事務所・大塚台地域事務所清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 (有)宮崎ビル保全 \1,785,000

清掃４７ 木崎浜トイレ・シャワー清掃業務委託 観光戦略課 1月23日 11:00 (有)親設産業 \1,553,000

清掃４９ 東大宮地域事務所・檍地域事務所清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 (有)西日本ビル管理 \750,000

清掃５０ 白浜海水浴場トイレ清掃業務委託 観光戦略課 1月23日 11:00 (有)宮崎ビル保全 \660,000

清掃５１ 小戸地域事務所（青少年育成センター）清掃業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 9:30 (有)ふたばビル産業 \600,000

清掃５３ 生目の杜医療防災拠点便所清掃等業務委託 危機管理課 1月23日 9:00 ㈱エルシーメンテナンス \450,000

警備６ 宮崎市保健所・中央保健センター警備・駐車場整理業務委託 保健医療課 1月23日 10:10 宮崎総合ビル管理㈱ \7,260,000

警備７ 宮崎西地区交流センター夜間等総合案内業務委託   地域コミュニティ課 1月23日 13:30 宮崎総合ビル管理㈱ \2,244,000

警備８ 生目地区交流センター夜間等総合案内業務委託    地域コミュニティ課 1月23日 13:30 東洋警備㈱ \2,249,000

警備９ 青島地区交流センター夜間等総合案内業務委託    地域コミュニティ課 1月23日 13:30 ㈱富士総合サービス \2,238,000

警備１０ 宮崎東地区交流センター夜間等総合案内業務委託   地域コミュニティ課 1月23日 13:30 宮崎総合ビル管理㈱ \2,244,000

警備１１ 宮崎地区交流センター夜間等総合案内業務委託    地域コミュニティ課 1月23日 13:30 宮崎総合ビル管理㈱ \2,244,000

警備１２ 赤江東地区交流センター夜間等総合案内業務委託   地域コミュニティ課 1月23日 13:30 東洋警備㈱ \2,334,000

警備１３ 生目台地区交流センター夜間等総合案内業務委託  地域コミュニティ課 1月23日 13:30 宮崎総合ビル管理㈱ \2,244,000

警備１４ 赤江公民館夜間等総合案内業務委託    地域コミュニティ課 1月23日 13:30 ㈱九州ガードシステム \2,220,000

警備１５ 檍公民館夜間等総合案内業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 13:30 東洋警備㈱ \2,238,000

警備１６ 木花公民館夜間等総合案内業務委託         地域コミュニティ課 1月23日 13:30 ㈱九州ガードシステム \2,310,000

警備１７ 住吉公民館夜間等総合案内業務委託      地域コミュニティ課 1月23日 13:30 東洋警備㈱ \2,284,000

警備１８ 大淀公民館夜間等総合案内業務委託       地域コミュニティ課 1月23日 13:30 ㈱富士総合サービス \2,249,000

警備１９ 本郷公民館夜間等総合案内業務委託         地域コミュニティ課 1月23日 13:30 東洋警備㈱ \2,289,000

警備２０ 大塚公民館夜間等総合案内業務委託      地域コミュニティ課 1月23日 13:30 ㈱富士総合サービス \2,239,000

警備２１ 生目南公民館夜間等総合案内業務委託   地域コミュニティ課 1月23日 13:30 東洋警備㈱ \2,239,000

警備２２ 西部地区農村環境改善センター夜間等総合案内業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 13:30 ㈱富士総合サービス \2,234,000

警備２３ 東大宮地区コミュニティセンター夜間等総合案内業務委託 地域コミュニティ課 1月23日 13:30 ㈱F・C \2,222,000

警備２４ 宮崎市清武地区交流センター夜間等総合案内業務委託 清武・地域市民福祉課 1月23日 13:40 ㈱セキュリティロード \2,750,000

警備２５ 宮崎市加納地区交流センター夜間等総合案内業務委託 清武・地域市民福祉課 1月23日 13:40 ㈱Ｆ・Ｃガード \2,248,000

警備３１ 天神山公園外駐車場巡回管理業務委託     公園緑地課 1月23日 9:00 南日本警備保障㈱ \3,399,000

警備３３ 東部第二土地区画整理仮設住宅巡回警備業務委託  市街地整備課 1月23日 9:00 宮交ビルマネジメント㈱ \1,080,000

警備３４ 生目の杜医療防災拠点施錠管理業務委託    危機管理課 1月23日 9:00 ㈱九州ガードシステム \897,500

警備３６ みやざき動物愛護センター機械警備業務委託   保健衛生課 1月23日 9:30 南日本警備保障㈱ \1,385,640

警備４１ 宮崎市権現地域子育て支援センター機械警備業務委託 子育て支援課 1月23日 13:10 南日本警備保障㈱ \532,800

浄化槽３ 宮崎市佐土原学校給食センター浄化槽保守点検業務委託 保健給食課 1月23日 10:00 ㈲佐土原サニタリー \264,000

浄化槽４ 宮崎市清武学校給食センター浄化槽保守点検業務委託 保健給食課 1月23日 10:00 ㈲水質管理 \290,000

浄化槽５ 宮崎市北消防署西部出張所外１７箇所浄化槽保守点検業務委託 消防局総務課 1月23日 13:40 (有)アクアテック \159,600

浄化槽１１ 垂水公園外浄化槽保守点検業務委託 公園緑地課 1月23日 9:00 ㈲アクアテック \198,000

浄化槽１３ 農業集落排水加江田地区浄化槽保守点検及び施設維持管理業務委託 下水道施設課 1月23日 14:10 ※２回目の入札へ移行予定

浄化槽１４ 農業集落排水清武地区浄化槽保守点検及び施設維持管理業務委託 下水道施設課 1月23日 14:10 ㈱産商 \10,500,000

浄化槽１５ 農業集落排水下那珂地区浄化槽保守点検及び施設維持管理業務委託 下水道施設課 1月23日 14:10 (有)佐土原サニタリー \3,800,000

浄化槽１６ 農業集落排水田野地区浄化槽保守点検及び施設維持管理業務委託 下水道施設課 1月23日 14:10 ㈱保全 \8,100,000
植栽管理・草刈１ 大島通線外２９線街路樹維持管理業務委託 道路維持課 1月23日 9:40 ㈱後藤造園 \19,550,000
植栽管理・草刈２ 錦町通線外４４線街路樹維持管理業務委託 道路維持課 1月23日 9:40 ㈱馬原造園建設 \21,150,000
植栽管理・草刈３ 生目台通線外３７線街路樹維持管理業務委託 道路維持課 1月23日 9:40 ㈱東海 \18,500,000
植栽管理・草刈４ 学園通線外６８線街路樹維持管理業務委託 道路維持課 1月23日 9:40 大新造園㈱ \19,500,000
植栽管理・草刈５ 大塚台１号線外３７線街路樹維持管理業務委託 道路維持課 1月23日 9:40 ㈱植由樹園 \18,800,000
植栽管理・草刈６ 南宮崎駅東通線外２７線街路樹維持管理業務委託 道路維持課 1月23日 9:40 (有)宮崎園芸 \20,430,000
植栽管理・草刈７ 令和5年度都市公園維持管理業務委託（1工区） 清武・農林建設課 1月23日 13:40 ㈱宮崎ランドスケープ \7,500,000
植栽管理・草刈８ 令和5年度都市公園維持管理業務委託（2工区） 清武・農林建設課 1月23日 13:40 ㈱児玉造園 \7,280,000
植栽管理・草刈９ 令和5年度都市公園維持管理業務委託（3工区） 清武・農林建設課 1月23日 13:40 (有)南洋ガーデン \7,500,000
植栽管理・草刈１０ 令和5年度都市公園維持管理業務委託（4工区） 清武・農林建設課 1月23日 13:40 (有)坂元芳翠園 \11,200,000
植栽管理・草刈１１ 令和5年度都市公園維持管理業務委託（5工区） 清武・農林建設課 1月23日 13:40 ㈱宮崎ランドスケープ \4,350,000
植栽管理・草刈１２ 生目の杜医療防災拠点草刈等維持管理業務委託 危機管理課 1月23日 9:00 ㈱児玉グリーン建設 \4,500,000


