
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）長大 つくば支店 18,400,000

（株）エイト日本技術開発 水戸事務所 19,330,000

開発虎ノ門コンサルタント（株） 茨城事務所 19,200,000

（株）千代田コンサルタント 茨城営業所 19,000,000

三井共同建設コンサルタント（株） 茨城営業所 19,330,000

八千代エンジニヤリング（株） 茨城事務所 19,330,000

セントラルコンサルタント（株） 茨城営業所 19,330,000

（株）トーニチコンサルタント 茨城事務所 19,000,000

日拓測量設計（株） 稲敷営業所 8,500,000

（株）コウノ 稲敷営業所 10,800,000

（株）開発計画研究所 稲敷営業所 10,600,000

（株）平成技研 稲敷営業所 10,000,000

トレンドデザイン（株） 茨城支店 6,680,000

（株）ＮＪＳ 茨城出張所 10,026,000

中日本建設コンサルタント（株） 茨城事務所 11,140,000

日本工営（株） 茨城事務所 辞退

（株）根本英建築設計事務所 5,280,000

（株）須藤隆建築設計事務所 6,970,000

（株）増山栄建築設計事務所 6,900,000

（株）青山建築設計事務所 6,840,000

（株）協和コンサルタンツ 茨城営業所 5,950,000

（有）大野建築設計事務所 2,100,000

つくば建築設計事務所（株） 2,050,000

（株）若柳建築事務所 2,150,000

（株）河野正博建築設計事務所 2,100,000

（株）綜企画設計 茨城支店 2,150,000

常陸測工（株） 2,000,000

冨洋設計（株） 水戸営業所 2,000,000

（株）環境技研コンサルタント 茨城支店 1,900,000

（株）吉沢水道コンサルタント 水戸事務所 2,050,000

（株）東洋設計事務所 茨城出張所 2,100,000

東日本総合計画株式会社 茨城営業所 5,840,000

株式会社都市環境計画研究所 茨城営業所 4,700,000

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所 5,960,000

株式会社常陽産業研究所 5,900,000

株式会社アイコンサルタント 茨城営業所 5,150,000

平山家庭電器商会 4,200,000

中央整備株式会社 4,300,000

平山電機株式会社 4,150,000

亨和テクニカル株式会社 4,070,000

稲敷設備工業株式会社 4,000,000

入　　札　　等　　情　　報

4国補メン補
市道（新）359号線33号橋外4橋
補修設計業務委託

稲敷市上根本、羽賀浦地内 指名競争入札 令和4年4月27日 19,330,000 21,263,000 無 （株）長大 つくば支店

4市単
月出里地区管路施設
詳細設計業務委託

稲敷市月出里地内 指名競争入札 令和4年4月27日 11,140,000 12,254,000

18,400,000 20,240,000

無
トレンドデザイン（株）

茨城支店
6,680,000 7,348,000

5,960,000 6,556,000 無

4,450,000令和4年4月27日指名競争入札
稲敷市佐原組新田１５９６
あずま生涯学習センター

令和４年度
あずま生涯学習センター
空調・給水等設備
保守点検業務委託

令和4年4月27日指名競争入札
稲敷市桜川総合運動公園
野球場
（稲敷市柏木4-5）

令和４年度
稲敷市桜川総合運動公園野球場
改修工事実施設計業務委託

令和４年度
実施計画策定・行政評価推進支援
業務委託

稲敷市犬塚1570-1
稲敷市役所

指名競争入札 令和4年4月27日

7,876,0007,160,000

2,160,000 2,376,000 無

R4稲水
配水管布設替工事
実施設計業務委託

稲敷市手賀組新田地内 指名競争入札 令和4年4月27日 2,140,000

令和４年度
稲敷市東農業者トレーニングセンター
耐震補強設計業務委託

稲敷市東農業者トレーニング
センター
（稲敷市佐原組新田1596）

指名競争入札 令和4年4月27日

無

無

無

4,895,000

（株）根本英
建築設計事務所

5,280,000 5,808,000

株式会社都市
環境計画研究所

茨城営業所
4,700,000 5,170,000

稲敷設備工業
株式会社

4,000,000

2,354,000

つくば建築設計
事務所（株）

2,050,000 2,255,000

4,400,000

（株）環境技研
コンサルタント

茨城支店
1,900,000 2,090,000

4

7

1

2

3

6

5



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 3,183,000

和宏体育施設株式会社 3,200,000

株式会社フクシ・エンタープライズ 茨城支店 3,191,000

池田スポーツ 3,177,000

日本体育施設株式会社 東関東営業所 3,198,000

株式会社サンアメニティ 茨城支社 3,200,000

東興産業株式会社 東京営業所 3,150,000

株式会社ビート 3,200,000

和宏体育施設株式会社 3,187,000

株式会社フクシ・エンタープライズ 茨城支店 3,197,000

池田スポーツ 3,180,000

日本体育施設株式会社 東関東営業所 3,188,000

株式会社サンアメニティ 茨城支社 3,200,000

東興産業株式会社 東京営業所 3,150,000

株式会社ビート 2,220,000

和宏体育施設株式会社 2,218,000

株式会社フクシ・エンタープライズ 茨城支店 2,200,000

池田スポーツ 2,149,000

日本体育施設株式会社 東関東営業所 2,195,000

株式会社サンアメニティ 茨城支社 2,234,000

東興産業株式会社 東京営業所 2,100,000

株式会社ビート 2,050,000

和宏体育施設株式会社 1,920,000

株式会社フクシ・エンタープライズ 茨城支店 2,100,000

池田スポーツ 2,020,000

日本体育施設株式会社 東関東営業所 2,000,000

株式会社サンアメニティ 茨城支社 2,100,000

東興産業株式会社 東京営業所 1,980,000

株式会社ビート 1,492,000

和宏体育施設株式会社 1,488,000

株式会社フクシ・エンタープライズ 茨城支店 1,510,000

池田スポーツ 1,491,000

日本体育施設株式会社 東関東営業所 1,485,000

株式会社サンアメニティ 茨城支社 1,500,000

東興産業株式会社 東京営業所 1,450,000

株式会社ビート 1,700,000

和宏体育施設株式会社 1,698,000

池田スポーツ 1,680,000

アサクラスポーツ株式会社 1,695,000

東興産業株式会社 東京営業所 1,690,000

無

無

3,224,000令和4年4月27日指名競争入札
桜川総合運動公園内
（稲敷市柏木４－５）

1,676,4001,524,000令和4年4月27日指名競争入札

令和4年度
あずま生涯学習センター施設内
芝刈及び除草作業委託

稲敷市佐原組新田1596、1591 指名競争入札 令和4年4月27日 1,885,4001,714,000

3,546,400 無

3,520,000 無

令和４年度
桜川総合運動公園野球場
保守整備業務

令和４年度
新利根総合運動公園野球場
保守整備業務

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 令和4年4月27日

令和4年4月27日指名競争入札稲敷市柏木4番地5
稲敷市立桜川小学校グラウンド
芝生管理業務委託

3,200,000

白鷺球場　稲敷市佐原組新田
1591番地

令和４年度
白鷺球場保守整備業務委託

無2,541,0002,310,000

令和４年度
江戸崎運動公園野球場
保守整備業務

江戸崎運動公園野球場
（稲敷市荒沼3-1）

指名競争入札 令和4年4月27日 2,110,000 2,321,000 無

東興産業株式会社
東京営業所

3,150,000 3,465,000

東興産業株式会社
東京営業所

3,150,000 3,465,000

和宏体育施設
株式会社

1,920,000 2,112,000

東興産業株式会社
東京営業所

2,100,000 2,310,000

東興産業株式会社
東京営業所

1,450,000 1,595,000

池田スポーツ 1,680,000 1,848,000
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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）

三興産業株式会社 1,074,000

株式会社宮本総合設備 1,040,000

稲敷設備工業株式会社 1,050,000

株式会社稲敷空調サービス 1,050,000

常陽水道工業株式会社 1,020,000

（株）岡野建築設計事務所 510,000

（株）石川建築設計事務所 600,000

（株）相澤建築設計事務所 630,000

（株）井川建築設計事務所 479,000

（株）マルハウス 624,000

吉岡緑地株式会社 稲敷支店 9,200,000

株式会社　関川殖産園 9,000,000

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 9,150,000

吉岡緑地株式会社 稲敷支店 5,600,000

株式会社　関川殖産園 5,650,000

根本造園 5,800,000

有限会社希望園 5,800,000

東造園 5,680,000

岡野造園 5,750,000

吉岡緑地株式会社 稲敷支店 5,100,000

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 5,000,000

岡野造園 5,200,000

吉岡緑地株式会社 稲敷支店 4,800,000

株式会社　関川殖産園 4,800,000

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 4,000,000

株式会社　関川殖産園 3,950,000

根本造園 4,000,000

有限会社希望園 3,900,000

東造園 4,000,000

岡野造園 4,050,000

令和４年度
和田公園植栽管理業務

稲敷市浮島地内 指名競争入札 令和4年4月27日 5,860,000

無

令和4年4月27日指名競争入札稲敷市役所本庁舎
令和4年度
稲敷市本庁舎定期報告業務委託

10,131,000

江戸崎体育館
（稲敷市荒沼３－１）

指名競争入札 令和4年4月27日

無

6,446,000 無

無5,808,000

無

4,510,000

指名競争入札稲敷市江戸崎地内
令和４年度
ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ公園植栽管理業務

令和４年度
堂前自然公園植栽管理業務

稲敷市中山地内 指名競争入札

令和４年度
新利根川桜づつみ
植栽管理業務

新橋～新利根橋間
新利根川右岸堤防上

指名競争入札 令和4年4月27日 9,210,000

5,445,000

4,100,000

令和4年4月27日

5,280,000

令和４年度
江戸崎体育館設備管理業務
（附帯設備）

令和４年度
新利根総合運動公園緑地等
維持管理業務

新利根総合運動公園内 指名競争入札 令和4年4月27日

4,950,000

1,075,000

650,000

令和4年4月27日

株式会社
関川殖産園

9,000,000

吉岡緑地株式会社
稲敷支店

5,600,000

1,182,500 無

無715,000

有限会社希望園 3,900,000 4,290,000

6,160,000

東造園

（株）井川建築
設計事務所

479,000 526,900

常陽水道工業
株式会社

1,020,000 1,122,000

5,000,000 5,500,000

東造園 4,700,000 5,170,000

9,900,000
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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）

吉岡緑地株式会社 稲敷支店 3,000,000

株式会社　関川殖産園 3,100,000

根本造園 3,100,000

有限会社希望園 3,050,000

東造園 3,080,000

岡野造園 3,100,000

吉岡緑地株式会社 稲敷支店 3,100,000

株式会社　関川殖産園 3,100,000

根本造園 3,000,000

有限会社希望園 3,120,000

東造園 3,090,000

岡野造園 3,100,000

吉岡緑地株式会社 稲敷支店 2,600,000

株式会社　関川殖産園 2,650,000

根本造園 2,700,000

有限会社希望園 2,700,000

東造園 2,710,000

岡野造園 2,700,000

吉岡緑地株式会社 稲敷支店 1,700,000

株式会社　関川殖産園 1,650,000

根本造園 1,700,000

有限会社希望園 1,730,000

東造園 1,690,000

岡野造園 1,700,000

浅野電設（株） 1,560,000

河村電気工事（株） 1,600,000

（株）ササモト 1,590,000

（株）ニューライフ 1,495,000

（有）潮来電子 1,250,000

（株）サンヨウ建設 辞退

山本建設（株） 辞退

柳町トレンチャー（株） 辞退

信工業（株） 8,430,000

（有）小林工業 8,400,000

天海建設（株） 8,350,000

（株）サンヨウ建設 6,000,000

山本建設（株） 5,900,000

柳町トレンチャー（株） 辞退

信工業（株） 辞退

（有）小林工業 5,950,000

天海建設（株） 辞退

無

令和4年4月27日指名競争入札稲敷市飯島1836-7地先
令和４年度
大利根東公園植栽管理業務

令和４年度
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

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 令和4年4月27日

3,465,000 無

3,443,000 無3,130,000

令和４年度
浮島園地及びふれあい広場
植栽管理業務

令和4年4月27日指名競争入札稲敷市阿波地内他２箇所
令和４年度
阿波水辺公園他４公園
植栽管理業務

1,770,000

2,750,000 3,025,000

稲敷市浮島地内 指名競争入札 令和4年4月27日 3,150,000

【取りおり②】
4市単維持
新利根地区道路維持修繕1期工事

稲敷市新利根地区 指名競争入札 令和4年4月27日 6,030,000 6,633,000 無

1,620,000 1,782,000 無

【取りおり①】
4市単維持
江戸崎地区道路維持修繕1期工事

稲敷市江戸崎地区 指名競争入札 令和4年4月27日 8,480,000 9,328,000

令和４年度
稲敷市江戸崎総合運動公園体育館
公衆無線LAN構築業務

稲敷市荒沼3-1
江戸崎総合運動公園体育館

指名競争入札 令和4年4月27日

無

1,947,000 無

根本造園 3,000,000 3,300,000

吉岡緑地株式会社
稲敷支店

2,600,000 2,860,000

吉岡緑地株式会社
稲敷支店

3,000,000 3,300,000

（有）潮来電子 1,250,000 1,375,000

株式会社関川殖産園 1,650,000 1,815,000

天海建設（株） 8,350,000 9,185,000

山本建設（株） 5,900,000 6,490,000
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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）大塚組 5,909,000

（株）東土木 5,920,000

黒田建設（株） 5,920,000

（有）水飼工務店 5,920,000

松野建設（株） 5,980,000

クボタ建設工業（株） 5,840,000

（株）大塚組 5,674,000

（株）東土木 5,680,000

黒田建設（株） 5,600,000

（有）水飼工務店 5,680,000

松野建設（株） 5,680,000

クボタ建設工業（株） 無効

稲敷市桜川地区
【取りおり②】
4市単維持
桜川地区道路維持修繕1期工事

【取りおり①】
4市単維持
東地区道路維持修繕1期工事

稲敷市東地区 指名競争入札 令和4年4月27日

6,369,000 無5,790,000令和4年4月27日指名競争入札

6,030,000 6,633,000 無

黒田建設（株） 5,600,000 6,160,000

クボタ建設工業（株） 5,840,000 6,424,000
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