
入札執行一覧

番号 名称 施工・納品場所 落札者 落札金額

1
栗原市クリーンセンター可燃ごみ処理施設運転維持管理業

務
栗原市一迫柳目字中山1番地61 （株）後藤工業 216,000,000円

2
栗原市クリーンセンター粗大ごみ処理施設運転維持管理業

務
栗原市一迫柳目字中山1番地61

佐藤築炉工業（株）宮城営

業所
75,300,000円

3
栗原市クリーンセンター可燃ごみ処理施設DCSリモートメンテ

ナンス業務
栗原市一迫柳目字中山1番地61

アズビル（株）アドバンスオート

メーションカンパニー　東北支店
2,200,000円

4
栗衛業4-1号　栗原市衛生センターし尿処理施設運転管

理業務

栗原市若柳字上畑岡鵜経沢61番地

5
（業）アクアテック栗原 37,600,000円

5 図書館情報システム保守業務 栗原市築館薬師三丁目3番1号　ほか
富士通Japan（株）　宮城支

社
14,037,000円

6
令和４年度国民健康保険事業システム総合運用管理及

び保守業務
栗原市役所市民生活部健康推進課 （株）インテック　仙台センター 940,000円

7 栗原市役所本庁舎警備業務 栗原市築館薬師一丁目７番１号 陸前保安警備保障（株） 30,960,000円

8 栗原市一迫総合支所日直警備業務
栗原市一迫真坂字清水田河前５番

地
陸前保安警備保障（株） 5,760,000円

9 栗原市花山総合支所庁舎日直警備業務 栗原市花山字本沢北ノ前７７番地 （有）仙北ビルサービス 4,680,000円

10 栗原市金成庁舎等警備業務 栗原市金成沢辺町沖200番地 （株）セキュリティテクノ 37,885,320円

11 栗原市志波姫総合支所等日直警備業務 栗原市志波姫沼崎南沖452 （株）セキュリティテクノ 5,203,440円

12 栗原市瀬峰総合支所日直警備業務 栗原市瀬峰長者原３７番地２ 陸前保安警備保障（株） 5,760,000円

13 栗原市若柳総合支所庁舎日直警備業務 栗原市若柳字川南戸ノ西４番地 （株）セキュリティテクノ 5,045,760円

14 栗原市栗駒総合支所庁舎等日直警備業務
栗原市栗駒岩ケ崎円鏡寺後１５５

番地
（株）セキュリティテクノ 5,238,000円

15 栗原市鶯沢総合支所庁舎等日直警備業務 栗原市鶯沢南郷地内 陸前保安警備保障（株） 5,760,000円

16 栗原市高清水総合支所庁舎休日警備業務 栗原市高清水中町39番地 （有）仙北ビルサービス 4,680,000円

17
令和４年度栗原市障害者相談支援事業（精神障害

等）委託業務
栗原市内 医療法人財団　姉歯松風会 10,060,000円

18
令和４年度栗原市障害者相談支援事業（身体障害

等）委託業務
栗原市内

特定非営利活動法人　みやぎ

身体障碍者サポートクラブ
6,761,400円

19 栗原市マスコットキャラクター管理運営業務 栗原市内外
（一社）栗原市観光物産協

会
2,997,840円

20 栗原市地域づくり支援業務 市内　一円 (特活）Azuma-re 1,063,600円

21 令和４年度栗原市放課後児童クラブ運営業務 市内放課後児童クラブ（１２箇所）
社会福祉法人　栗原市社会福

祉協議会
237,708,000円

22
企定委０４-００１　令和４年度栗原市地域おこし協力

隊活動拠点施設管理業務
栗原市花山本沢富ノ原７－１６

一般社団法人　はなやまネット

ワーク
730,000円

23 栗原文化会館舞台関連設備総合運営管理業務 栗原市築館高田二丁目1番10号 （株）東北共立 6,444,680円

24
栗原文化会館舞台関連設備総合運営補助業務（単価

契約）
栗原市築館高田二丁目1番10号 （株）東北共立 35,000円

25 栗水４－５号　緊急修繕等に対する待機業務 栗原市内一円 栗原市管工事協同組合 3,240,000円

26 令和４年度栗原市観光案内所運営業務 栗原市内
（一社）栗原市観光物産協

会
4,499,460円

27 栗原市生活支援体制整備事業第２層運営等業務 栗原市内全域
社会福祉法人　栗原市社会福

祉協議会
31,608,000円

28 栗原市在宅医療・介護連携支援センター運営業務
栗原市立栗原中央病院内、栗原市

内全域
栗原市病院事業 17,360,000円

29 令和４年度栗原市高齢者生きがい活動支援通所業務 栗原市内
社会福祉法人　栗原市社会福

祉協議会
31,761,000円

30 栗原市西部地域活動支援センター運営事業等業務
どんぐり事業所、はこべ事業所、にじいろ

事業所
医療法人財団　姉歯松風会 15,910,000円

31 栗原市東部地域活動支援センター運営事業等業務
たんぽぽ事業所、こまくさ事業所、かん

なり事業所
医療法人財団　姉歯松風会 15,500,000円

32
令和４年度栗原市障害者相談支援事業（知的障害

等）委託業務
栗原市内 社会福祉法人　栗原秀峰会 12,935,000円

33
令和４年度心身障害者医療費助成レセプト点検及び医

療費助成システム入力業務

栗原市役所市民生活部社会福祉課

内
（株）ニチイ学館 2,916,000円

34 栗原市クリーンセンター焼却灰等運搬・覆土作業業務
栗原市一迫柳目字中山1番地61　ほ

か
若清テクノ（株） 31,300,000円

35 栗原市北部学校給食センター病害虫防除業務 栗原市金成大原木鶴田６９番地１ （業）アクアテック栗原 990,000円

36 栗若都下委04-1号　古川排水機場運転管理業務 栗原市若柳字川北我門　地内 （業）アクアテック栗原 1,600,000円
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37 栗原市最終処分場施設運転維持管理業務 栗原市金成狼ノ沢25番地23 （業）アクアテック栗原 26,700,000円

38 栗原市高清水地区コミュニティセンター施設管理等業務 栗原市高清水五輪29番地1 （有）仙北ビルサービス 4,000,000円

39 白鳥省吾記念館、伊藤記念館休日管理業務 栗原市築館薬師三丁目3番26号 （有）仙北ビルサービス 3,240,000円

40
若金教委03-001号　栗原市若柳地区公民館（若柳・有

賀・畑岡・大岡）施設管理業務
栗原市若柳地区内 （株）オイラー　栗原営業所 17,556,000円

41
若金教委03-002号　栗原市金成地区公民館（金成・萩

野・津久毛）施設管理業務
栗原市金成地区内 ハウスクリーニング若柳 6,990,000円

42
若金教委03-003号　栗原市金成生涯学習センター図書

室管理業務
栗原市金成沢辺町沖200番地 （株）ワコー企画 15,985,000円

43 若金教委03-004号　栗原市けやき会館施設管理業務 栗原市金成中町7番地 若清テクノ（株） 3,597,000円

44
若金教委03-005号　栗原市金成歴史民俗資料館施設

管理業務
栗原市金成中町7番地 （株）ワコー企画 5,100,000円

45
若金教委03-008号　栗原市金成野球場等施設管理業

務
栗原市金成大平13番地37 （株）ワコー企画 9,280,500円

46 栗原市瀬峰公民館施設管理等業務 栗原市瀬峰下田３２番地１ 若清テクノ（株） 7,188,000円

47 令和４年度栗原市特定健康診査等業務 栗原市が提示する検診会場
（一財）宮城県成人病予防

協会
58,508,440円

48 令和４年度栗原市各種がん検診業務 栗原市が提示する検診会場 （公財）宮城県対がん協会 87,735,140円

49 令和４年度栗原市大腸がん検診業務 栗原市が提示する検診会場
（一財）宮城県成人病予防

協会
15,704,160円

50 令和４年度栗原市結核健診・肺がん検診業務 栗原市が提示する検診会場 （公財）宮城県結核予防会 30,314,886円

51 令和４年度栗原市人間ドック・保健指導業務 受託者の施設
（一財）宮城県成人病予防

協会
38,885,400円

52 令和４年度栗原市特定健康診査（個別方式）等業務
栗原市医師会が指定する実施協力医

療機関
一般社団法人　栗原市医師会 1,714,900円










































































































