
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１ 宮崎市本庁舎外清掃業務委託 管財課 1月24日 9:00 宮交ビルマネジメント㈱ \17,835,000

清掃２ 宮崎市第二庁舎、第三庁舎外清掃業務委託 管財課 1月24日 9:00 宮交ビルマネジメント㈱ \12,801,000

清掃３ 宮崎市立図書館清掃業務委託 生涯学習課 1月24日 9:40 ㈱文化コーポレーション \10,953,500

清掃７ 宮崎市中央卸売市場清掃業務委託 市場課 1月24日 14:10 ㈱文化コーポレーション \7,857,260

清掃１０ 佐土原総合文化センター清掃業務委託 佐土原・地域市民福祉課 1月24日 13:30 ㈱中央ビルファシリティーズ \6,700,000

清掃１１ 宮崎市第四庁舎清掃業務委託 管財課 1月24日 9:00 東洋産業㈱ \6,400,000

清掃１３ 上下水道局庁舎清掃業務委託 上下水道局　総務課 1月24日 10:30 ※２回目の入札へ移行予定

清掃１８ 教育情報研修センター清掃業務委託 教育情報研修センター 1月24日 13:10 ㈱文化コーポレーション \3,606,000

清掃１９ 宮崎市高岡地区農村環境改善センター清掃業務委託 高岡・地域市民福祉課 1月24日 13:40 東洋産業㈱ \2,950,000

清掃２４ 広瀬地区交流センター清掃業務委託 佐土原・地域市民福祉課 1月24日 13:30 ㈱大宝 \2,190,000

清掃２７ 下北方浄水場清掃業務委託 浄水課 1月24日 13:40 宮交ビルマネジメント㈱ \2,070,000

清掃３０ 佐土原地区交流センター清掃業務委託 佐土原・地域市民福祉課 1月24日 13:30 ㈲織田ビル管理 \2,400,000

清掃３３ 富吉浄水場清掃業務委託 浄水課 1月24日 13:40 ㈲ふたばビル産業 \2,200,000

清掃４５ 高岡福祉保健センター清掃業務委託 地域保健課 1月24日 9:30 千歳ビルサービス㈱ \1,800,000

清掃４６ 宮崎市中央公民館清掃業務委託 生涯学習課 1月24日 9:40 東洋産業㈱ \1,500,000

清掃４８ 宮崎市旧共同利用施設赤江センター清掃業務委託 管財課 1月24日 9:00 宮崎拓建工業 \1,105,000

清掃５２ 那珂地区公民館清掃業務委託 佐土原・地域市民福祉課 1月24日 13:30 ㈲織田ビル管理 \600,000

清掃５４ 清武保健センター清掃業務委託 地域保健課 1月24日 9:40 宮崎拓建工業 \460,000

清掃５５ 宮崎市佐土原総合支所清掃業務委託 管財課 1月24日 9:00 千歳ビルサービス㈱ \4,800,000

清掃５６ 宮崎市田野総合支所清掃業務委託 管財課 1月24日 9:00 ㈱大宝 \4,920,000

清掃５７ 宮崎市高岡総合支所清掃業務委託 管財課 1月24日 9:00 宮交ビルマネジメント㈱ \4,630,000

警備１ 宮崎市中央卸売市場警備業務委託 市場課 1月24日 14:20 ㈱F・C \22,280,000

警備２６ 宮崎市佐土原地区交流センター夜間等総合案内業務委託 佐土原・地域市民福祉課 1月24日 13:30 ㈱F・Cガード \2,248,000

警備２７ 宮崎市広瀬地区交流センター夜間等総合案内業務委託 佐土原・地域市民福祉課 1月24日 13:30 ㈱F・Cガード \2,298,000

警備２８ 宮崎市高岡地区農村環境改善センター夜間等総合案内業務委託 高岡・地域市民福祉課 1月24日 13:40 ㈱F・C \2,248,000

警備２９ 宮崎市中央公民館夜間等総合案内業務委託   生涯学習課 1月24日 9:40 ㈱九州ガードシステム \2,350,000

警備３０ 高岡福祉保健センター常駐警備業務委託      地域保健課 1月24日 9:50 東洋警備㈱ \2,247,000

警備３２ 旧みやざき歴史文化館警備業務委託         文化財課 1月24日 9:00 旭警備㈱ \2,190,000

警備３５ 教育情報研修センター警備業務委託（機械警備・臨時常駐警備） 教育情報研修センター 1月24日 13:20 企業警備保障㈱ \1,800,000

警備３７ 宮崎市環境業務課南部事務所警備業務委託     環境業務課 1月24日 13:10 企業警備保障㈱ \1,080,000

警備３８ 高・農）農業団地センター機械警備業務委託     高岡・農林建設課 1月24日 14:20 ㈱にしけい \1,008,000

警備３９ 宮崎市障がい者体育センター機械警備業務委託  障がい福祉課 1月24日 11:00 南日本警備保障㈱ \648,000

警備４０ 宮崎市介護認定審査室機械警備業務委託     介護保険課 1月24日 9:00 セコム宮崎㈱ \567,000

警備４２ 佐土原地区交流センター機械警備業務委託     佐土原・地域市民福祉課 1月24日 13:30 企業警備保障㈱ \504,000

警備４３ 田野伝承芸能館機械警備委託   文化財課 1月24日 9:00 企業警備保障㈱ \500,000

警備４４ 宮崎市第５駐車場及び松橋駐車場管理業務委託 管財課 1月24日 9:00 宮交ビルマネジメント㈱ \18,700,000

警備４５ 宮崎市第二庁舎、第三庁舎外警備業務委託   管財課 1月24日 9:00 ㈱F・C \14,589,000

警備４６ 宮崎市庁舎周辺整理業務委託 管財課 1月24日 9:00 宮崎総合ビル管理㈱ \13,530,000

警備４７ 宮崎市第四庁舎警備及び駐車場整理業務委託  管財課 1月24日 9:00 第一警備保障㈱ \11,700,000

浄化槽１ 広瀬地区交流センター浄化槽保守点検業務委託 佐土原・地域市民福祉課 1月24日 13:30 ㈲佐土原サニタリー \26,400

浄化槽２ 宮崎テクノリサーチパーク交流研修センター浄化槽保守点検業務委託 工業政策課 1月24日 9:00 宮崎クリーン㈲ \120,000

浄化槽６ 宮崎市立鏡洲小学校合併浄化槽保守点検業務委託 学校施設課 1月24日 9:30 宮崎クリーン㈱ \230,000

浄化槽７ 宮崎市立宮崎港小学校合併浄化槽保守点検業務委託 学校施設課 1月24日 9:30 ㈱プラントサービス \270,000

浄化槽８ 宮崎市立広瀬西小学校合併浄化槽保守点検業務委託 学校施設課 1月24日 9:30 ㈲佐土原サニタリー \182,000

浄化槽９ 宮崎市立浦之名小学校外１校単独浄化槽保守点検業務委託 学校施設課 1月24日 9:30 ㈲プラントサービス \129,600

浄化槽１０ 宮崎市立大久保小学校合併浄化槽保守点検業務委託 学校施設課 1月24日 9:30 ㈲宮吉管理 \264,000

浄化槽１２ 天ヶ城公園浄化槽保守点検業務委託 高岡・農林建設課 1月24日 14:10 ㈱産商 \77,000
植栽管理・草刈１３ 光陽台北街区公園外２６公園管理業務委託 佐土原・農林建設課 1月24日 13:30 ㈲浜砂緑樹園 \4,100,000
植栽管理・草刈１４ 宝塔山公園外９公園管理業務委託 佐土原・農林建設課 1月24日 13:30 ㈱のざき造園 \3,850,000
植栽管理・草刈１５ 石崎川ふれあい公園外４公園管理業務委託 佐土原・農林建設課 1月24日 13:30 ㈱久光園 \5,450,000
植栽管理・草刈１６ 市道農業試験場線外１４線樹木管理業務委託 佐土原・農林建設課 1月24日 13:30 みずほ造園㈱ \4,650,000
植栽管理・草刈１７ 市道那珂東春田線外８線樹木管理業務委託 佐土原・農林建設課 1月24日 13:30 ㈲福樹園 \5,600,000
植栽管理・草刈１８ 市道佐土原駅那珂線外５線樹木管理業務委託 佐土原・農林建設課 1月24日 13:30 ㈱久光園 \4,250,000
植栽管理・草刈１９ 市道テクノリサーチパーク線外３線樹木管理業務委託 佐土原・農林建設課 1月24日 13:30 ㈲図師緑地建設 \4,770,000
植栽管理・草刈２０ 佐土原城跡花しょうぶ園育成管理業務委託 文化財課 1月24日 9:00 ㈲福樹園 \1,700,000


