
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 39,210,600

有限会社橋本観光 55,503,300

有限会社 江戸崎観光バス 58,293,960

さくら自動車株式会社 60,065,340

株式会社県南観光 52,787,550

ブルーバス株式会社 48,856,800

ジェイアールバス関東株式会社 土浦支店 辞退

関東鉄道株式会社 45,222,000

合同会社　浅野観光 無効

地域計画株式会社 辞退

（一社）茨城県環境管理協会 辞退

（株）協和コンサルタンツ 茨城営業所 辞退

（株）オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所 2,980,000

パシフィックコンサルタンツ（株） 茨城事務所 3,980,000

エヌエス環境（株） 茨城営業所 2,940,000

（株）総合環境計画 茨城事務所 辞退

三友測量設計（株） 稲敷営業所 4,150,000

（株）サンキヨウ技研 4,100,000

日拓測量設計（株） 稲敷営業所 4,060,000

（株）イタバシ 4,150,000

（株）開発計画研究所 稲敷営業所 4,150,000

（有）坂本測量 4,150,000

（株）コウノ 稲敷営業所 2,950,000

（有）龍測社 2,950,000

（株）リバティープランニング 稲敷営業所 2,950,000

（有）フドウ測量設計 稲敷営業所 2,950,000

（有）川村測量設計 稲敷営業所 2,870,000

（有）アドバンス 2,970,000

（株）根本英建築設計事務所 610,000

（有）大野建築設計事務所 580,000

つくば建築設計事務所（株） 600,000

（株）須藤隆建築設計事務所 610,000

（有）秋山建築設計事務所 604,000

入　　札　　等　　情　　報

5
稲敷市新利根公民館消防設備改修工

事設計業務
稲敷市伊佐津3239番地1

地内
指名競争入札 令和4年1月11日

令和３年度稲敷市地球温暖化対策実行
計画（事務事業編）策定支援業務

2 稲敷市全域 指名競争入札 令和4年1月11日

3市単維持　市道(桜)1級4号線
測量設計業務委託

3市単維持　市道(江)1409号線
測量設計業務委託

稲敷市犬塚地内 指名競争入札 令和4年1月11日

4 稲敷市阿波地内 指名競争入札 令和4年1月11日

3

620,000 682,000 無
（有）大野建築設計事

務所
580,000 638,000

4,730,000 無
エヌエス環境（株）

 茨城営業所
2,940,000 3,234,0004,300,000

4,060,000 4,466,000

無
（有）川村測量設計

 稲敷営業所
2,870,000 3,157,000

4,280,000

3,030,000 3,333,000

4,708,000 無
日拓測量設計（株）

稲敷営業所

67,899,744 無 晃進物流株式会社 43,131,66039,210,600
稲敷市立あずま東小学校

スクールバス
運行管理業務委託

1
稲敷市立あずま東小学校
（稲敷市佐原下手１番地１）

指名競争入札 令和4年1月11日 61,727,040



（株）幸田 7,300,000

日高見建設工業（株） 辞退

（有）赤井工務店 7,080,000

（株）川島工務店 辞退

（有）依田工務店 7,450,000

関建設工業（株） 8,800,000

（株）宮本総合設備 8,845,000

（株）ホンダ 8,850,000

長城産業（株） 8,820,000

（有）岡部工業 辞退

関建設工業（株） 無効

（株）宮本総合設備 1,400,000

（株）ホンダ 辞退

長城産業（株） 辞退

（有）岡部工業 辞退

（有）水飼工務店 4,100,000

山本建設（株） 4,110,000

稲敷設備工業（株） 4,110,000

（有）シンエイ商事 4,090,000

（有）塚本工務店 4,080,000

（株）フジクリーン茨城 3,570,000

サンプラント（株） 3,520,000

冨士メンテナンス（株） 3,518,000

富士協和工業（株） 3,550,000

（株）プラントサービス 3,490,000

中川理水建設（株） 2,770,000

昱（株） 茨城支店 2,800,000

大同機工（株） 茨城営業所 2,700,000

常陽水道工業（株） 2,800,000

斎藤商事（株） 2,750,000

10
阿波西部地区農業集落排水処理施設

No1･No2汚泥供給ポンプ更新工事

稲敷市阿波176番地
阿波西部地区農業集落排水

処理施設
指名競争入札 令和4年1月11日 3,630,000 3,993,000 無 （株）プラントサービス

3市単維持　市道（江）1-17号線
交通安全施設整備工事

（取りおり１）
7 稲敷市　江戸崎地内 指名競争入札 令和4年1月11日

（有）赤井工務店 7,080,000 7,788,000

令和３年度保健センター前通路
補修工事

（取りおり２）
8 稲敷市江戸崎甲１９９０番地 指名競争入札 令和4年1月11日 1,600,000

6
稲敷市消防団第1方面隊
指令車用車庫建築工事

稲敷市江戸崎地内 指名競争入札 令和4年1月11日 7,460,000 8,206,000 無

8,900,000 9,790,000 無 関建設工業（株） 8,800,000 9,680,000

無 （株）宮本総合設備 1,400,000 1,540,000

稲敷市古渡地区
樋門開閉装置取替工事

稲敷市古渡地内 指名競争入札 令和4年1月11日

Ｒ３稲水
上根本地区配水管布設替工事

4,080,000 4,488,000

2,700,000 2,970,000

3,490,000 3,839,000

1,760,000

11

9 稲敷市上根本地内 指名競争入札 令和4年1月11日 4,130,000 4,543,000 無 （有）塚本工務店

2,830,000 3,113,000 無
大同機工（株）
茨城営業所


