
No. 品　　　　名 数　量 納品場所又は担当課 契　　約　　業　　者 契約金額 採用年月日 備　　　考

159

 加湿機（気化式） 2台 利根中学校 明光電化センター(株) ¥41,560 令和元年11月6日(水)

160

 加湿機（気化式） 3台 沼田中学校 明光電化センター(株) ¥62,340 令和元年11月6日(水)

161

 加湿機（気化式） 11台 教育総務課 明光電化センター(株) ¥228,580 令和元年11月6日(水)

162

キャリングバッグ 82個 社会福祉課 (株)戸部商会 ¥221,400 令和元年11月6日(水)

163

ドキュメントファイル 132個 社会福祉課 (株)戸部商会 ¥64,680 令和元年11月6日(水)

164

   ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔｽﾊﾞﾙ･ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ（乗用）（生活課） 4本 生活課 沼田タイヤ商会 ¥65,276 令和元年11月14日(木)

165

     ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔｽｽｷ･ｴﾌﾞﾘｨ（貨物）（生活課） 4本 生活課 高橋タイヤー工業（株） ¥26,400 令和元年11月14日(木)

166

   ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔｽﾊﾞﾙ･ｻﾝﾊﾞｰ（貨物）（利南公民館） 4本 利南公民館 高橋タイヤー工業（株） ¥11,600 令和元年11月14日(木)

167

   ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔﾏﾂﾀﾞ･ﾎﾞﾝｺﾞ（貨物）（スポーツ振興課） 4本 スポーツ振興課 沼田タイヤ商会 ¥34,328 令和元年11月14日(木)

168

      ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔﾄﾖﾀ･ﾌﾟﾘｳｽ（乗用）（環境課） 4本 環境課 沼田タイヤ商会 ¥38,876 令和元年11月14日(木)

169

   ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔﾆｯｻﾝ･ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞ（貨物）（環境課） 6本 環境課 沼田タイヤ商会 ¥73,206 令和元年11月14日(木)

170

   ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔｽｽﾞｷ･軽自動車(ﾀﾞﾝﾌﾟ)（貨物）（環境課） 12本 環境課 高橋タイヤー工業（株） ¥34,800 令和元年11月14日(木)

171

   ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔﾎﾝﾀﾞ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ（貨物）（環境課） 4本 環境課 沼田タイヤ商会 ¥27,916 令和元年11月14日(木)

172

   ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔﾆｯｻﾝ･ｳｲﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ（乗用）（農業委員会） 4本 農業委員会 沼田タイヤ商会 ¥22,124 令和元年11月14日(木)

173

   ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔﾀﾞｲﾊﾂ･ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ（貨物）（利根支所） 4本 利根支所 高橋タイヤー工業（株） ¥26,400 令和元年11月14日(木)

174

   ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔｽﾊﾞﾙ･ｻﾝﾊﾞｰ（貨物）（池田公民館） 4本 池田公民館 高橋タイヤー工業（株） ¥11,600 令和元年11月14日(木)

物  品  購  入  契  約  結  果  一  覧  （令和元年11月分）
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175

   ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔｽｽﾞｷ･ｴﾌﾞﾘｨ（貨物）（健康課） 4本 健康課 高橋タイヤー工業（株） ¥11,600 令和元年11月14日(木)

176

   ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔｽｽﾞｷ･ｴﾌﾞﾘｨ（貨物）（観光交流課） 4本 観光交流課 高橋タイヤー工業（株） ¥11,600 令和元年11月14日(木)

177

     ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔﾐﾂﾋﾞｼ･ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝ（貨物）（子ども課） 4本 子ども課 高橋タイヤー工業（株） ¥11,600 令和元年11月14日(木)

178

    ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔ三菱・ﾛｰｻﾞ（乗用）（教育総務課） 6本 教育総務課 高橋タイヤー工業（株） ¥78,000 令和元年11月14日(木)

179

 粒状塩化カルシウム(国内産) 58袋 建設課 金井塩屋 ¥1,523,544 令和元年11月14日(木)

180

 粒状塩化カルシウム(国内産) 600袋 建設課 金井塩屋 ¥793,800 令和元年11月14日(木)

181

粒状塩化カルシウム 400袋 利根支所（地域係） 金井塩屋 ¥449,200 令和元年11月14日(木)

182

粒状塩化カルシウム 170袋 白沢支所（地域係） 金井塩屋 ¥199,750 令和元年11月14日(木)

183

粒状塩化カルシウム 23袋 教育総務課 金井塩屋 ¥25,520 令和元年11月14日(木)

184

窓付封筒（区内特別有り） 4,000枚 会計局 (株)新生孔版 ¥58,000 令和元年11月7日(木)

185

窓付封筒（区内特別無し） 1,000枚 会計局 (株)新生孔版 ¥14,500 令和元年11月7日(木)

186

旧生方家住宅パンフレット 20,000部 文化財保護課 啓文社印刷（有） ¥96,000 令和元年11月14日(木)

187

 開放式石油暖房機納品先：利根支所 4台 利根支所 利根日石（株 ¥174,548 令和元年11月14日(木)

188

 オイルヒーター納品先：利根支所 6台 利根支所 明光電化センター(株) ¥103,200 令和元年11月14日(木)

189

   FF式温風ヒーター納品先：利根中学校･1F保健室･1Fランチルーム 2台 教育総務課 明光電化センター(株) ¥251,000 令和元年11月14日(木)

190

    開放式石油暖房機納品先川田小学校1台利根中学校2台（1F体育館） 3台 教育総務課 利根日石（株） ¥130,911 令和元年11月14日(木)
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191

  セラミックヒーター納品先：池田小学校（1F体育館） 2台 教育総務課 (有)アオキデンキ ¥13,600 令和元年11月14日(木)

192

シャープペン 500本 生活課 (株)戸部商会 ¥40,000 令和元年11月21日(木)

193

衛生対策セットN 20個 健康課 (有)宮前薬局 ¥33,820 令和元年11月22日(金)

194

手指消毒剤（500ml） 50個 健康課 (有)宮前薬局 ¥94,450 令和元年11月22日(金)

195

手指消毒剤（1L） 10個 健康課 (有)宮前薬局 ¥31,580 令和元年11月22日(金)

196

消毒シート（ボトルタイプ） 30個 健康課 (有)宮前薬局 ¥20,940 令和元年11月22日(金)

197

消毒シート（詰替用） 150個 健康課 (有)宮前薬局 ¥83,700 令和元年11月22日(金)

198

第26回生涯学習フェスティバルポスター 270部 生涯学習課 (有)利根印刷所 ¥22,275 令和元年11月21日(木)


