
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）

株式会社土浦消防センター 18,090,460

(有)カミス総合防災 茨城西南営業所 18,138,460

有限会社鈴機 18,124,460

トキワ産業株式会社 18,134,460

株式会社モリタ 東京支店 18,028,460

有限会社　青宿商会 辞退

有限会社東自動車整備工場 辞退

有限会社　岡沢機械サービス 18,119,960

(有)カミス総合防災 茨城西南営業所 4,900,000

平山家庭電器商会 辞退

ヒラデ・スタイル株式会社 稲敷営業所 5,080,000

有限会社草間電気商会 辞退

ミドリ安全筑波株式会社 龍ケ崎営業所 無効

有限会社　岡沢機械サービス 5,250,000

東日本総合計画株式会社 茨城営業所 14,410,000

株式会社シティ・プランニング 7,770,000

アジア航測株式会社 水戸営業所 辞退

株式会社協和コンサルタンツ 茨城営業所 14,000,000

応用地質株式会社 茨城営業所 9,300,000

昭和株式会社 茨城営業所 辞退

株式会社アイコンサルタント 茨城営業所 14,000,000

かずさ防災支援サービス 9,880,000

（株）ジステック 12,650,000

（株）エイト日本技術開発 水戸事務所 12,820,000

川崎地質（株） 水戸事務所 12,550,000

基礎地盤コンサルタンツ（株） 水戸支店 12,500,000

サンコーコンサルタント（株） 茨城営業所 12,820,000

（株）ダイヤコンサルタント 茨城事務所 12,000,000

（株）東建ジオテック 茨城営業所 12,590,000

応用地質（株） 茨城営業所 7,480,000

（有）北都測量設計 2,860,000

（株）イタバシ 2,860,000

（有）フドウ測量設計 稲敷営業所 2,800,000

（有）川村測量設計 稲敷営業所 2,890,000

（有）坂本測量 2,880,000

株式会社レパスト 2,900,000

株式会社東洋食品 2,900,000

株式会社メフォス 2,880,000

葉隠勇進株式会社 茨城支店 2,903,000

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 2,907,000

株式会社武翔総合管理 茨城支店 2,908,000

1 稲敷市役所（第３分団） 指名競争入札 令和3年7月21日 18,183,590 19,997,090

5,907,000 無
(有)カミス総合防災
 茨城西南営業所

令和３年度　消防ポンプ自動車
（ＣＤ－Ⅰ型）購入

無
株式会社モリタ

東京支店

2 令和3年度災害対策非常用発電機購入
稲敷市役所（茨城県稲敷市犬

塚1570番地1）
指名競争入札 令和3年7月21日 5,370,000

7,480,000 8,228,000

18,028,460 19,826,460

8,547,000令和3年7月21日

3,080,000
3市単　市道（新）549号線

測量設計業務委託
稲敷市柴崎地内 指名競争入札

4,900,000 5,390,000

月額2,880,000 月額3,168,000

3市単 市道(東)174号線
地質調査・軟弱地盤解析業務委託

稲敷市上須田地内 指名競争入札 令和3年7月21日 12,820,000

株式会社メフォス
稲敷市立東学校給食センター
調理業務委託（長期継続契約）

6 稲敷市結佐２５３４番地８ 指名競争入札

7,770,000

2,940,000 3,234,000 無
（有）フドウ測量設計

稲敷営業所
2,800,000

令和3年7月21日 月額2,908,000 月額3,198,800 無

14,410,000

14,102,000 無
応用地質（株）
茨城営業所

4

15,851,000 無
株式会社シティ・プラン

ニング

入　　札　　等　　情　　報

5 令和3年7月21日

稲敷市役所3
令和３年度

稲敷市国土強靭化地域計画策定および
地域防災計画等改定業務委託

指名競争入札



株式会社コーエー 2,398,600

株式会社アレスコ 2,470,200

株式会社　東和 2,640,000

株式会社タナカ 2,130,100

ヒラデ・スタイル株式会社 稲敷営業所 2,640,000

（有）大野建築設計事務所 1,780,000

つくば建築設計事務所（株） 1,870,000

（株）岡野建築設計事務所 1,660,000

（株）須藤隆建築設計事務所 1,870,000

（株）青山建築設計事務所 1,890,000

（株）井川建築設計事務所 1,368,000

（有）大野建築設計事務所 1,480,000

つくば建築設計事務所（株） 1,320,000

（株）岡野建築設計事務所 1,570,000

（株）須藤隆建築設計事務所 1,570,000

（株）青山建築設計事務所 1,590,000

（株）井川建築設計事務所 1,285,000

株式会社　上智 134,000

株式会社パスコ 茨城支店 辞退

株式会社ＪＥＣＣ 辞退

国土情報開発株式会社 134,000

株式会社アイコンサルタント 茨城営業所 134,000

株式会社千葉測器 109,860

中川理水建設（株） 3,480,000

稲敷設備工業（株） 3,380,000

冨士メンテナンス（株） 3,500,000

（株）プラントサービス 3,510,000

産機システム（株） 3,530,000

（有）小嶋建材 1,300,000

東伸工業（株） 1,930,000

（有）依田工務店 1,910,000

（有）不動 辞退

（有）稲建 辞退

2,343,110

無
（株）井川建築設計事

務所
1,285,000 1,413,500指名競争入札 令和3年7月21日 1,640,000 1,804,000

令和３年度
稲敷市立小学校

建築物定期調査業務委託

（株）井川建築設計事
務所

1,368,000 1,504,800

令和３年度
稲敷市立中学校

建築物定期調査業務委託

8 江戸崎甲3194番地　外6校 指名競争入札 令和3年7月21日 1,960,000 2,156,000 無

10
稲敷市建設課

（稲敷市犬塚1570番地1）
指名競争入札 令和3年7月21日

9 江戸崎甲2595番地　外3校

（有）小嶋建材 1,300,000 1,430,000

東中部地区農業集落排水処理施設No1
上澄水排出装置修繕工事

11
稲敷市佐原組新田５７６番地
東中部地区農業集落排水処

理施設
指名競争入札 令和3年7月21日 3,680,000 4,048,000

市営中山住宅７．８号棟解体工事12
稲敷市中山地内

（市営中山住宅内）
指名競争入札 令和3年7月21日 2,000,000 2,200,000 無

無 稲敷設備工業（株） 3,380,000 3,718,000

茨城県知事選挙ポスター掲示板作成・
設置・撤去業務委託

7 稲敷市内 指名競争入札 令和3年7月21日 2,647,300

月額134,000 月額147,400

2,912,030 無 株式会社タナカ 2,130,100

地籍情報管理システム賃貸借及び
保守契約（長期継続契約）

無 株式会社千葉測器 月額109,860 月額120,846


