
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）

株式会社ビート 12,980,000

三興産業株式会社 13,100,000

株式会社全日茨城 龍ケ崎営業所 13,000,000

日本体育施設株式会社 東関東営業所 辞退

株式会社サンアメニティ 茨城支社 13,030,000

株式会社協栄 茨城支店 13,110,000

株式会社ｵｰﾁｭｰ 茨城支店 13,080,000

高橋興業株式会社 13,010,000

三興産業株式会社 9,850,000

タカラビルメン株式会社 9,940,000

株式会社塚越産業 9,910,000

株式会社全日茨城 龍ケ崎営業所 9,930,000

常陽メンテナンス株式会社 首都圏事業部 9,890,000

株式会社裕生 つくば営業所 9,895,000

株式会社東進ビルシステム 茨城支店 9,870,000

日本環境クリアー株式会社 茨城営業所 9,900,000

三興産業株式会社 9,320,000

株式会社広瀬誠商会 9,413,000

株式会社裕生 つくば営業所 9,360,000

中央整備株式会社 9,410,000

株式会社東進ビルシステム 茨城支店 9,375,000

株式会社湖南産業 9,419,900

有限会社栄拓 9,400,000

有限会社アーバン 稲敷支店 9,415,000

共立速記印刷株式会社 6,761,600

株式会社会議録センター 6,778,400

株式会社大和速記情報センター 6,900,300

株式会社会議録研究所 6,912,100

株式会社速記センターつくば 6,618,700

三興産業株式会社 6,100,000

株式会社全日茨城 龍ケ崎営業所 6,110,000

常陽メンテナンス株式会社 首都圏事業部 6,117,000

株式会社東進ビルシステム 茨城支店 6,118,000

高橋興業株式会社 6,119,000

日新警備保障株式会社 5,520,000

セコム株式会社 辞退

富士防災警備株式会社 茨城事業部 4,990,000

綜合警備保障株式会社 茨城支社 辞退

高橋興業株式会社 5,520,000

国際警備保障株式会社 5,520,000

綜合建物サービス株式会社 辞退

無6

令和4年度～令和6年度
稲敷市立江戸崎・新利根地区

小・中学校警備業務委託
（長期継続契約）

稲敷市江戸崎甲3194
外6施設

指名競争入札 令和4年3月4日

令和４年度
新利根総合運動公園施設管理業務

（長期継続契約）

新利根体育館及び
新利根総合運動公園

（稲敷市伊佐津３２８０）
5 指名競争入札 令和4年3月4日

令和４年度
江戸崎総合運動公園施設管理業務

（長期継続契約）

江戸崎体育館及び
江戸崎総合運動公園
（稲敷市荒沼３－１）

指名競争入札 令和4年3月4日 9,960,000 10,956,000 無

令和４年度
江戸崎体育館清掃業務

（長期継続契約）

江戸崎体育館
（稲敷市荒沼３－１）

指名競争入札 令和4年3月4日

4

令和４年度
稲敷市議会会議録作成業務及び

検索システム業務並びに
議会映像配信（インターネット）
システム委託（長期継続契約）

稲敷市議会事務局 指名競争入札 令和4年3月4日 6,960,000

6,120,000 6,732,000 無

年額5,520,000 年額6,072,000

入　　札　　等　　情　　報

江戸崎体育館
（稲敷市荒沼３－１）

指名競争入札 令和4年3月4日 13,110,000 14,421,000 無

7,656,000 無

3

2

1
令和４年度

江戸崎体育館トレーニング室管理業務
（長期継続契約）

9,420,000 10,362,000 無

株式会社ビート 12,980,000 14,278,000

三興産業株式会社 9,850,000 10,835,000

三興産業株式会社 9,320,000 10,252,000

株式会社速記センター
つくば

6,618,700 7,280,570

三興産業株式会社 6,100,000 6,710,000

富士防災警備株式会
社 茨城事業部

年額4,990,000 年額5,489,000



日新警備保障株式会社 4,698,000

セコム株式会社 辞退

富士防災警備株式会社 茨城事業部 4,698,000

綜合警備保障株式会社 茨城支社 辞退

高橋興業株式会社 4,698,000

国際警備保障株式会社 4,680,000

綜合建物サービス株式会社 辞退

タカラビルメン株式会社 4,230,000

株式会社塚越産業 4,280,000

国際ビルサービス株式会社 茨城支店 4,260,000

高橋興業株式会社 4,200,000

日本環境クリアー株式会社 茨城営業所 4,250,000

東京テクニカル・サービス株式会社 茨城支店 3,900,000

株式会社 江東微生物研究所 東関東支所 3,180,000

中山環境エンジ株式会社 2,820,000

株式会社ＭＣエバテック 分析事業部　つくば営業所 3,380,000

株式会社環境研究センター 4,070,000

株式会社ペットの郷 3,496,000

株式会社Ｋチーム 3,434,000

霞浦の郷 3,502,000

株式会社ペットの郷 3,102,000

株式会社Ｋチーム 無効

霞浦の郷 3,066,000

日新警備保障株式会社 3,000,000

セコム株式会社 辞退

富士防災警備株式会社 茨城事業部 2,964,000

高橋興業株式会社 3,000,000

国際警備保障株式会社 3,000,000

株式会社広瀬誠商会 2,690,000

中央整備株式会社 2,695,000

株式会社湖南産業 2,650,000

有限会社栄拓 2,680,000

有限会社アーバン 稲敷支店 2,690,000

つくば建築設計事務所（株） 1,510,000

（株）須藤隆建築設計事務所 1,560,000

（株）増山栄建築設計事務所 1,480,000

（株）青山建築設計事務所 1,540,000

（有）秋山建築設計事務所 1,540,000

中央整備株式会社 1,281,000

株式会社湖南産業 1,265,000

有限会社栄拓 1,261,600

アイシ－ビルメン株式会社 1,280,000

有限会社アーバン 稲敷支店 1,279,000

15

令和４年度
沼里コミュニティセンター
施設管理・清掃業務委託

（長期継続契約）

稲敷市蒲ヶ山2452番地 指名競争入札 令和4年3月4日 1,281,600 1,409,760 無

2,700,000 2,970,000 無13
令和４年度

江戸崎中央公民館日常清掃業務委託
（長期継続契約）

稲敷市江戸崎甲2148-2
（江戸崎中央公民館）

指名競争入札 令和4年3月4日

1,580,000 1,738,000 無14
稲敷市保健センター

内部床改修工事実施設計業務委託
茨城県稲敷市

江戸崎甲１９９０
指名競争入札 令和4年3月4日

7

令和4年度～令和6年度
稲敷市立桜川・東地区

小・中学校警備業務委託
（長期継続契約）

稲敷市佐原下手1-1
外4施設

指名競争入札 令和4年3月4日 年額4,698,000 年額5,167,800 無

12

令和４年度
新利根体育館及び

新利根総合運動公園常時警備業務
（長期継続契約）

新利根体育館及び
新利根総合運動公園

（稲敷市伊佐津３２８０）
指名競争入札 令和4年3月4日 3,000,000 3,300,000 無

4,070,000 4,477,000 無

8
令和４年度

桜川総合運動公園施設管理業務委託
（長期継続契約）

桜川総合運動公園事務所
稲敷市柏木４－５

指名競争入札 令和4年3月4日 4,299,000 4,728,900 無

令和４年度
犬猫等死骸処理

（桜川地区・東地区）委託業務
（長期継続契約）

11
稲敷市内

（桜川地区・東地区）
指名競争入札
（取りおり２）

令和4年3月4日 3,294,000 3,623,400 無

9

令和４年度
稲敷市下水道施設水質検査及び

汚泥溶出量試験業務委託
（長期継続契約）

稲敷市内
下水道処理施設12箇所

指名競争入札 令和4年3月4日

令和４年度
犬猫等死骸処理

（江戸崎地区・新利根地区）委託業務
（長期継続契約）

稲敷市内
（江戸崎地区・新利根地区）

指名競争入札
（取りおり１）

令和4年3月4日10 3,514,000 3,865,400 無

国際警備保障
株式会社

年額4,680,000 年額5,148,000

高橋興業株式会社 4,200,000 4,620,000

中山環境エンジ
株式会社

2,820,000 3,102,000

株式会社Ｋチーム 3,434,000 3,777,400

霞浦の郷 3,066,000 3,372,600

富士防災警備株式会
社 茨城事業部

2,964,000 3,260,400

株式会社湖南産業 2,650,000 2,915,000

（株）増山栄建築設計
事務所

1,480,000 1,628,000

有限会社栄拓 1,261,600 1,387,760



日新警備保障株式会社 907,200

セコム株式会社 907,200

富士防災警備株式会社 茨城事業部 900,000

高橋興業株式会社 907,200

国際警備保障株式会社 辞退

株式会社みぞぐち商会

大山県南保険

株式会社パイオニア 東京支店

有限会社根本保険事務所

株式会社サリー・ジョイス・ジャパン

富士防災警備株式会
社 茨城事業部

900,000 990,000無16

令和４年度
稲敷市コミュニティセンター

機械警備業務委託
（長期継続契約）

沼里コミュニティセンター
（蒲ヶ山2452）外３か所

指名競争入札 令和4年3月4日

17
令和４年度

稲敷市市民活動補償制度
（長期継続契約）

稲敷市民の活動場所 指名競争入札 令和4年3月4日 入札参加者が２者未満のため入札中止

907,200 997,920


