
No 工事(委託業務)の名称 工事(履行・納入)場所 入札方法 入札執行日時 指名業者 入札金額
予定価格
(税抜・円)

予定価格
(税込・円)

最低制限
価格設定

落札者
落札価格
（税抜・円）

落札価格
（税込・円）

晃進物流株式会社 19,891,920

有限会社橋本観光 19,934,920

有限会社江戸崎観光バス 19,871,000

さくら自動車株式会社 19,913,300

株式会社県南観光 19,931,920

ブルーバス株式会社 19,891,600

合同会社浅野観光 19,920,000

株式会社ビート 3,235,000

和宏体育施設株式会社 3,180,000

日本体育施設株式会社 東関東営業所 3,184,000

株式会社サンアメニティ 茨城支社 3,150,000

東興産業株式会社 東京営業所 3,097,000

株式会社ビート 3,150,000

和宏体育施設株式会社 3,168,000

日本体育施設株式会社 東関東営業所 3,100,000

株式会社サンアメニティ 茨城支社 3,150,000

東興産業株式会社 東京営業所 2,960,000

株式会社ビート 2,750,000

和宏体育施設株式会社 2,550,000

日本体育施設株式会社 東関東営業所 2,660,000

株式会社サンアメニティ 茨城支社 2,800,000

東興産業株式会社 東京営業所 2,600,000

和宏体育施設株式会社 2,600,000

株式会社　関川殖産園 2,400,000

日本体育施設株式会社 東関東営業所 2,650,000

盛峰建設（株） 辞退

東興産業株式会社 東京営業所 2,520,000

株式会社ビート 1,520,000

和宏体育施設株式会社 1,495,000

日本体育施設株式会社 東関東営業所 1,478,000

株式会社サンアメニティ 茨城支社 1,525,000

東興産業株式会社 東京営業所 1,420,000

株式会社柏木電設興業 2,550,000

株式会社宮本総合設備 2,530,000

平山家庭電器商会 2,500,000

中央整備株式会社 2,510,000

株式会社稲敷空調サービス 2,480,000

株式会社柏木電設興業 1,490,000

株式会社宮本総合設備 1,500,000

平山家庭電器商会 1,510,000

稲敷設備工業株式会社 1,510,000

株式会社稲敷空調サービス 1,480,000

3,180,000 3,498,000

1,538,000 1,691,800

2,860,000 3,146,000

2,590,000 2,849,000

19,950,000 21,945,000

2,700,000 2,970,000

無
東興産業株式会社

東京営業所
2,960,000 3,256,000

無
株式会社

稲敷空調サービス
1,480,000 1,628,000

無
和宏体育施設

株式会社
2,550,000 2,805,000

無
株式会社

稲敷空調サービス
2,480,000 2,728,000

無
有限会社

江戸崎観光バス
19,871,000 21,858,100

無
株式会社

関川殖産園
2,400,000 2,640,000

無
東興産業株式会社

東京営業所
3,097,000 3,406,700

無
東興産業株式会社 東

京営業所
1,420,000 1,562,000

3,300,000 3,630,000

1,550,000 1,705,000

稲敷市江戸崎甲2148-2

稲敷市江戸崎甲3194番地　外
5施設

江戸崎野球場
（稲敷市荒沼3-1）

沼田野球場
（稲敷市沼田1106-1)

新利根総合運動公園野球場
（稲敷市伊佐津3170）

指名競争入札

稲敷市福田１１６９番地
稲敷市立ゆたか幼稚園

稲敷市柏木４－５
桜川総合運動公園内

稲敷市佐原組新田1591番地
白鷺球場

桜川総合運動公園児童広場
稲敷市柏木4-5

浮島運動広場
稲敷市浮島5020番地2

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札 令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日
令和３年度

新利根野球場保守整備業務
3

江戸崎中央公民館空調設備
保守点検業務委託

8

令和３年度
江戸崎・沼田運動公園野球場

保守整備業務
4

稲敷市江戸崎・新利根地区
小中学校空調設備
保守点検業務委託

7

桜川総合運動公園野球場
保守整備業務委託

2

6 白鷺球場保守整備業務委託

入　　札　　等　　情　　報

ゆたか幼稚園
園児バス運行管理業務委託

1

桜川総合運動公園児童広場・
浮島運動広場

芝生管理業務委託
5



株式会社　柏木電設興業 1,380,000

平山電機株式会社 1,350,000

稲敷設備工業株式会社 1,390,000

有限会社浜田設備 1,390,000

株式会社稲敷空調サービス 1,400,000

中央整備株式会社 1,360,000

平山電機株式会社 1,340,000

稲敷設備工業株式会社 1,340,000

有限会社浜田設備 1,350,000

株式会社稲敷空調サービス 1,320,000

平山家庭電器商会 2,000,000

中央整備株式会社 2,160,000

稲敷設備工業株式会社 2,150,000

有限会社浜田設備 2,050,000

株式会社稲敷空調サービス 2,150,000

平山家庭電器商会 2,160,000

中央整備株式会社 2,150,000

稲敷設備工業株式会社 2,170,000

有限会社浜田設備 2,165,000

株式会社稲敷空調サービス 2,160,000

中央整備株式会社 2,045,000

株式会社湖南産業 2,059,000

有限会社栄拓 2,060,000

綜合建物サービス株式会社 2,000,000

有限会社アーバン 稲敷支店 2,055,000

株式会社宮本総合設備 1,050,000

稲敷設備工業株式会社 1,050,000

有限会社浜田設備 1,065,000

株式会社稲敷空調サービス 1,060,000

常陽水道工業株式会社 1,020,000

（株）根本英建築設計事務所 600,000

つくば建築設計事務所（株） 600,000

（株）若柳建築事務所 620,000

（有）秋山建築設計事務所 608,000

（株）井川建築設計事務所 500,000

吉岡緑地株式会社 稲敷支店 9,150,000

株式会社関川殖産園 9,100,000

根本造園 9,150,000

有限会社希望園 9,110,000

東造園 9,150,000

岡野造園 9,000,000

10,131,000

630,000 693,000

1,075,000 1,182,500

2,210,000 2,431,000

1,430,000 1,573,000

2,180,000 2,398,000

1,390,000 1,529,000

2,068,000 2,274,800

無 岡野造園 9,000,000 9,900,000

無
（株）井川建築設計事

務所
500,000 550,000

無 平山電機株式会社 1,350,000 1,485,000

無
常陽水道工業

株式会社
1,020,000 1,122,000

無 平山家庭電器商会 2,000,000 2,200,000

無
株式会社

稲敷空調サービス
1,320,000 1,452,000

無 中央整備株式会社 2,150,000 2,365,000

無
綜合建物サービス

株式会社
2,000,000 2,200,000

稲敷市役所本庁舎

新橋から新利根橋間
新利根川右岸堤防上

稲敷市柏木4-5　外5施設

江戸崎体育館
（稲敷市荒沼３－１）

稲敷市伊佐津3239番地1

稲敷市伊佐津3239番地1

9,210,000

稲敷市江戸崎甲3194
外6施設

稲敷市柏木4-5　外5施設 指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札 令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日
令和3年度

稲敷市新利根公民館
定期清掃業務委託

13

新利根川桜づつみ年間管理業務16

令和3年度
稲敷市庁舎

建築物防火設備定期点検業務委託
15

令和３年度
江戸崎体育館設備管理業務

（附帯設備）
14

稲敷市桜川・東地区
小・中学校消防用設備等

保守点検業務委託
11

稲敷市桜川・東地区
小中学校空調設備
保守点検業務委託

9

稲敷市江戸崎・新利根地区
小・中学校消防用設備等

保守点検業務委託
12

令和3年度
稲敷市新利根公民館

空調設備保守点検業務委託
10



吉岡緑地株式会社 稲敷支店 5,200,000

株式会社関川殖産園 5,150,000

根本造園 5,250,000

有限会社希望園 5,100,000

東造園 5,300,000

岡野造園 5,200,000

吉岡緑地株式会社 稲敷支店 5,000,000

株式会社関川殖産園 5,100,000

根本造園 5,150,000

有限会社希望園 5,100,000

東造園 5,130,000

岡野造園 5,100,000

吉岡緑地株式会社 稲敷支店 4,800,000

株式会社関川殖産園 4,750,000

根本造園 4,800,000

有限会社希望園 4,800,000

東造園 4,700,000

岡野造園 4,800,000

吉岡緑地株式会社 稲敷支店 4,600,000

株式会社関川殖産園 4,500,000

根本造園 4,600,000

有限会社希望園 4,650,000

東造園 4,560,000

岡野造園 4,600,000

吉岡緑地株式会社 稲敷支店 4,000,000

株式会社関川殖産園 4,000,000

根本造園 4,000,000

有限会社希望園 3,900,000

東造園 3,990,000

岡野造園 3,980,000

吉岡緑地株式会社 稲敷支店 3,000,000

株式会社関川殖産園 3,000,000

根本造園 2,900,000

有限会社希望園 3,000,000

東造園 2,950,000

岡野造園 2,950,000

吉岡緑地株式会社 稲敷支店 1,650,000

株式会社関川殖産園 1,650,000

根本造園 1,650,000

有限会社希望園 1,630,000

東造園 1,600,000

岡野造園 1,650,000

4,700,000 5,170,000

3,030,000 3,333,000

1,680,000 1,848,000

4,100,000 4,510,000

4,910,000 5,401,000

5,360,000 5,896,000

5,240,000 5,764,000

無
株式会社

　関川殖産園
4,500,000 4,950,000

無 根本造園 2,900,000 3,190,000

無 東造園 1,600,000 1,760,000

無 東造園 4,700,000 5,170,000

無
吉岡緑地株式会社

 稲敷支店
5,000,000 5,500,000

無 有限会社希望園 3,900,000 4,290,000

無 有限会社希望園 5,100,000 5,610,000

稲敷市飯島1836-7地先 令和3年4月28日

稲敷市阿波地内他２地区

稲敷市中山地内

稲敷市浮島地内

新利根総合運動公園内
（フレンドリータウン）

稲敷市伊佐津3239番地1

稲敷市江戸崎甲地内

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

大利根東公園年間管理業務

リバーサイド公園年間管理業務

19

20

22

18

阿波水辺公園他4公園年間管理業務23

令和３年度
新利根総合運動公園
（フレンドリータウン）
緑地等維持管理業務

21

堂前自然公園年間管理業務

和田公園年間管理業務

令和3年度
稲敷市新利根公民館
植栽管理業務委託

17



日拓測量設計（株） 稲敷営業所 3,300,000

（株）コウノ 稲敷営業所 3,390,000

（株）開発計画研究所 稲敷営業所 3,350,000

（株）平成技研 稲敷営業所 3,200,000

（株）リバティープランニング 稲敷営業所 3,450,000

（株）長大 つくば支店 2,850,000

（株）エイト日本技術開発 水戸事務所 2,750,000

開発虎ノ門コンサルタント（株） 茨城事務所 2,850,000

大日本コンサルタント株式会社 水戸営業所 2,850,000

（株）協和コンサルタンツ 茨城営業所 2,850,000

（株）大塚組 8,640,000

（株）宮本総合設備 8,350,000

稲敷設備工業（株） 7,450,000

信工業（株） 6,500,000

（有）浜田設備 8,054,000

（株）東土木 7,540,000

（有）遠藤工務店 7,600,000

飯塚建設（株） 7,900,000

クボタ建設工業（株） 辞退

東開発工業（株） 7,300,000

（株）宮本総合設備 3,700,000

稲敷設備工業（株） 3,650,000

（有）浜田設備 3,660,000

（株）稲敷空調サービス 3,620,000

平山家庭電器商会 3,730,000

（株）宮本総合設備 3,285,000

稲敷設備工業（株） 3,315,000

（有）浜田設備 3,260,000

（株）稲敷空調サービス 無効

平山家庭電器商会 3,378,000

2,850,000 3,135,000

3,460,000 3,806,000

無 信工業（株） 6,500,000 7,150,000

無 東開発工業（株） 7,300,000 8,030,000

無 （有）浜田設備 3,260,000 3,586,000

無
（株）稲敷空調サービ

ス
3,620,000 3,982,000

稲敷市八千石地内 無
（株）平成技研
稲敷営業所

3,200,000 3,520,000

無
（株）エイト日本技術開

発 水戸事務所
2,750,000 3,025,000

3,810,000 4,191,000

8,790,000 9,669,000

8,110,000

3,440,000 3,784,000

8,921,000

稲敷市下根本1608番地3

稲敷市内８公園

稲敷市新利根総合運動公園
他２ヶ所

稲敷市浮島（和田公園）地内

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

指名競争入札

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

令和3年4月28日

3市単　市道(東)2-11号線
交差点詳細設計業務委託

和田公園再整備方針検討業務委託25

24

27
[取りおり②]

稲敷市総合運動公園トイレ改修工事

[取りおり④]
太田下共同利用施設

空調設備機能回復工事

[取りおり③]
根本四区共同利用施設
空調設備機能回復工事

[取りおり①]
稲敷市営公園トイレ改修工事

29

28

26

稲敷市太田1174番地 指名競争入札 令和3年4月28日


