
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）

株式会社レパスト 2,920,000

株式会社ジーエスエフ 辞退

株式会社メフォス 2,900,000

葉隠勇進株式会社 茨城支店 2,840,000

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 茨城営業所 2,910,000

株式会社武翔総合管理 茨城支店 2,941,000

（株）長大 つくば支店 53,000,000

（株）八州 水戸営業所 56,100,000

大日本コンサルタント株式会社 水戸営業所 56,100,000

（株）千代田コンサルタント 茨城営業所 55,000,000

三井共同建設コンサルタント（株） 茨城営業所 56,100,000

八千代エンジニヤリング（株） 茨城事務所 56,100,000

セントラルコンサルタント（株） 茨城営業所 56,100,000

（株）近代設計 水戸営業所 56,000,000

いであ（株） 茨城営業所 56,100,000

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 茨城営業所 53,500,000

トレンドデザイン（株） 茨城支店 15,760,000

（株）東洋コンサルタント 取手営業所 38,000,000

（株）ＮＪＳ 茨城出張所 39,410,000

日本水工設計（株） 茨城事務所 39,410,000

中日本建設コンサルタント（株） 茨城事務所 39,000,000

（株）東京設計事務所 水戸事務所 39,410,000

オリジナル設計（株） 茨城事務所 39,000,000

（株）日水コン 茨城事務所 39,410,000

（株）コイデ 茨城支店 辞退

（株）極東技工コンサルタント 茨城事務所 37,000,000

大和リース株式会社 水戸支店 辞退

みずほ東芝リース株式会社 辞退

株式会社めぶきリース 無効

ヒラデ・スタイル株式会社 稲敷営業所 辞退

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 辞退

中川商事株式会社 辞退

河村電気工事株式会社 129,231

ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 千葉支店 辞退

大和リース株式会社 水戸支店 辞退

みずほ東芝リース株式会社 辞退

株式会社めぶきリース 無効

ヒラデ・スタイル株式会社 稲敷営業所 辞退

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 辞退

中川商事株式会社 辞退

河村電気工事株式会社 95,786

ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 千葉支店 辞退

入　　札　　等　　情　　報

無
河村電気工事株式会

社
月額129,231 月額142,154

稲敷市立中学校体育館
LED照明器具賃貸借事業

稲敷市江戸崎甲2595番地
外2校3施設

指名競争入札 令和3年6月30日 月額95,800

4
稲敷市江戸崎甲3194番地

外5校
指名競争入札 令和3年6月30日 月額129,300

稲敷市立小学校体育館
LED照明器具賃貸借事業

月額2,840,000 月額3,124,000月額3,235,100 無
葉隠勇進株式会社 茨

城支店

53,000,000 58,300,000

稲敷市公共下水道区域内

1
稲敷市立江戸崎学校給食センター調理

業務委託（長期継続契約）

稲敷市高田３７９５－３
（稲敷市立江戸崎学校給食セ

ンター内）
指名競争入札 令和3年6月30日 月額2,941,000

43,351,000

月額105,380 無
河村電気工事株式会

社
月額95,786 月額105,364

無
トレンドデザイン（株）

茨城支店
15,760,000 17,336,000

月額142,230

2
3国補メン補

稲敷市橋梁定期点検業務委託
稲敷市内全域 指名競争入札 令和3年6月30日 56,100,000 61,710,000 無 （株）長大 つくば支店

3 指名競争入札 令和3年6月30日 39,410,000
令和３年度稲敷市汚水処理施設修繕・

改築計画策定業務委託

5



常陸測工（株） 7,750,000

冨洋設計（株） 水戸営業所 8,000,000

（株）環境技研コンサルタント 茨城支店 7,300,000

（株）東洋設計事務所 茨城出張所 7,800,000

（株）英設計事務所 北関東支店 7,650,000

（株）ＮＪＳ 茨城出張所 6,730,000

日本水工設計（株） 茨城事務所 6,700,000

（株）環境技研コンサルタント 茨城支店 5,900,000

（株）日本水道設計社 茨城営業所 6,400,000

（株）東洋設計事務所 茨城出張所 6,400,000

（有）大野建築設計事務所 7,780,000

（株）戸頃建築設計事務所 7,720,000

（株）岡野建築設計事務所 7,720,000

（株）相澤建築設計事務所 7,950,000

（株）マルハウス 7,280,000

（株）戸頃建築設計事務所 7,600,000

（株）須藤隆建築設計事務所 7,200,000

（株）青山建築設計事務所 7,740,000

（株）河野正博建築設計事務所 7,680,000

（株）井川建築設計事務所 5,980,000

（有）大野建築設計事務所 5,620,000

つくば建築設計事務所（株） 5,650,000

（株）岡野建築設計事務所 5,610,000

（株）相澤建築設計事務所 5,575,000

（株）マルハウス 5,640,000

つくば建築設計事務所（株） 3,200,000

（株）須藤隆建築設計事務所 3,600,000

（株）青山建築設計事務所 3,640,000

（株）河野正博建築設計事務所 3,600,000

（株）井川建築設計事務所 2,990,000

Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社 さいたま支店 1,480,000

株式会社ＡＮ計画工房 3,100,000

株式会社常陽産業研究所 3,100,000

株式会社ぎょうせい 関東支社 3,600,000

筑波総研株式会社 2,320,000

（株）都市環境計画研究所 茨城営業所 3,000,000

朝日航洋（株） 水戸支店 3,100,000

国際航業（株） 水戸営業所 3,200,000

（株）パスコ 茨城支店 2,950,000

第一航業（株） 北関東支社 3,100,000

昭和（株） 茨城営業所 3,200,000

4,323,000 無
Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社 さい

たま支店
1,480,000 1,628,00012

「新しい生活様式」への移行に伴うデジ
タル化推進等支援業務委託

稲敷市犬塚1570番地1
稲敷市役所

指名競争入札 令和3年6月30日 3,930,000

13
令和3年度

準用河川台帳作成業務委託
稲敷市内

（月出里～江戸崎地内）
指名競争入札 令和3年6月30日 3,200,000 3,520,000 無 （株）パスコ 茨城支店 2,950,000 3,245,000

11
令和3年度稲敷市立桜川中学校柔剣道

場屋根等改修工事実施設計業務
稲敷市下馬渡770番地 指名競争入札 令和3年6月30日 3,770,000 4,147,000 無

（株）井川建築設計事
務所

2,990,000 3,289,000

令和3年度稲敷市立あずま北小学校外
壁等改修工事実施設計業務

無
（株）井川建築設計事

務所
5,980,000 6,578,000

令和3年度稲敷市立沼里小学校体育館
非構造部材及び大規模改修工事実施設

計業務
10

令和3年度稲敷市立東中学校第一体育
館大規模改修工事実施設計業務

8

無
（株）相澤建築設計事

務所
6,490,0005,900,000

9 稲敷市伊佐部1673番地　 指名競争入札 令和3年6月30日 7,990,000 8,789,000

8,120,000 8,932,000 無 （株）マルハウス 7,280,000 8,008,000

指名競争入札 令和3年6月30日稲敷市沼田2661番地1　 5,575,000 6,132,500

指名競争入札 令和3年6月30日 6,730,000 7,403,000

7,300,000 8,030,000

指名競争入札 令和3年6月30日稲敷市八千石77番地

Ｒ３稲水　江戸崎浄水場更新工事
実施設計業務委託

無
（株）環境技研コンサ
ルタント 茨城支店

5,900,000 6,490,0007
稲敷市江戸崎甲地内

（江戸崎浄水場）

Ｒ３稲水　配水管布設及び布設替工事
実施設計業務委託

6 無
（株）環境技研コンサ
ルタント 茨城支店

9,086,0008,260,000指名競争入札 令和3年6月30日
稲敷市駒塚、高田、手賀組新

田、本新地内



株式会社広瀬誠商会 850,000

中央整備株式会社 860,000

株式会社湖南産業 865,000

有限会社栄拓 870,000

有限会社アーバン 稲敷支店 870,000

（株）宮本総合設備 4,148,000

稲敷設備工業（株） 4,100,000

（有）浜田設備 4,190,000

（株）稲敷空調サービス 4,200,000

平山家庭電器商会 4,230,000

（有）赤井工務店 辞退

（有）鈴木工務店 3,000,000

（株）川島工務店 3,080,000

東伸工業（株） 3,050,000

（有）依田工務店 3,080,000

中川理水建設（株） 4,240,000

荏原実業（株） 茨城営業所 4,220,000

稲敷設備工業（株） 4,170,000

冨士メンテナンス（株） 4,160,000

新和アメニティ（株） 4,150,000

（株）プラントサービス 4,100,000

産機システム（株） 4,250,000

中川理水建設（株） 3,130,000

荏原実業（株） 茨城営業所 3,160,000

稲敷設備工業（株） 3,000,000

冨士メンテナンス（株） 3,110,000

新和アメニティ（株） 3,200,000

（株）プラントサービス 無効

産機システム（株） 3,080,000

関建設工業（株） 3,540,000

（株）ホンダ 3,370,000

長城産業（株） 3,330,000

（有）小林工業 辞退

（有）稲建 辞退

エム・ケイ・アール（株） 3,380,000

（株）高橋組 3,400,000

関建設工業（株） 3,200,000

（株）ホンダ 2,950,000

長城産業（株） 無効

（有）小林工業 辞退

（有）稲建 辞退

エム・ケイ・アール（株） 3,170,000

（株）高橋組 3,200,000

20
【取りおり②】

3市単維持　高橋川左岸除草工事
稲敷市鳩崎地内 指名競争入札 令和3年6月30日 3,300,000 3,630,000 無 （株）ホンダ 2,950,000 3,245,000

19
【取りおり①】

3市単維持　高橋川右岸除草工事
稲敷市鳩崎地内 指名競争入札 令和3年6月30日 3,550,000 3,905,000

18
【取りおり②】

あずま浄化センター
No1汚泥脱水機修繕工事

稲敷市上須田３７番地
あずま浄化センター

指名競争入札 令和3年6月30日

無 長城産業（株） 3,330,000 3,663,000

3,360,000 3,696,000 無 稲敷設備工業（株） 3,000,000 3,300,000

【取りおり①】
古渡西部浄化センター
ローターマット修繕工事

17

15
稲敷市立東学校給食センター給湯等施

設補修工事
稲敷市結佐２５３４-８ 指名競争入札 令和3年6月30日

無 （株）プラントサービス4,752,0004,320,000

16
稲敷市立東学校給食センターベランダ

防水及び横樋改修工事
稲敷市結佐２５３４-８ 指名競争入札 令和3年6月30日

4,280,000 4,708,000 無 稲敷設備工業（株） 4,100,000 4,510,000

令和3年6月30日指名競争入札
稲敷市古渡３２２８番地
古渡西部浄化センター

4,100,000 4,510,000

3,399,000 無 （有）鈴木工務店 3,000,000 3,300,0003,090,000

14
令和３年度江戸崎学校給食センター

清掃業務委託
稲敷市高田３７９５－３ 指名競争入札 令和3年6月30日 875,000 962,500 無 株式会社広瀬誠商会 850,000 935,000


