
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）

東京センチュリー株式会社 首都圏営業第一部 無効

ＦＬＣＳ株式会社 関東支店 辞退

日興通信株式会社 鹿島支店 無効

株式会社ニューライフ 835,000

株式会社フジタ 辞退

関彰商事株式会社 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ部守谷支店 辞退

株式会社ＪＥＣＣ 辞退

ヒラデ・スタイル株式会社 稲敷営業所 840,000

中川商事株式会社 辞退

リコーリース株式会社 関東支社　茨城営業所 辞退

晃進物流株式会社 794,181

土浦通運株式会社 辞退

株式会社ＮＫイートランド 辞退

龍ヶ崎通運株式会社 810,000

葉隠勇進株式会社 茨城支店 辞退

株式会社宮本梱包運輸 815,000

常陸測工（株） 20,000,000

中央技術（株） 県南営業所 20,000,000

日本水工設計（株） 茨城事務所 21,400,000

（株）環境技研コンサルタント 茨城支店 19,000,000

中日本建設コンサルタント（株） 茨城事務所 21,480,000

（株）吉沢水道コンサルタント 水戸事務所 20,500,000

（株）日本水道設計社 茨城営業所 20,600,000

（株）東洋設計事務所 茨城出張所 21,000,000

株式会社協和コンサルタンツ 茨城営業所 3,780,000

株式会社ＡＮ計画工房 3,450,000

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所 3,780,000

株式会社アイコンサルタント 茨城営業所 3,770,000

株式会社ミカミ 3,620,000

中央整備株式会社 1,490,000

株式会社東進ビルシステム 茨城支店 1,470,000

株式会社湖南産業 1,522,000

有限会社栄拓 1,500,000

有限会社アーバン 稲敷支店 1,495,000

三興産業株式会社 1,058,000

中央整備株式会社 1,050,000

株式会社湖南産業 1,059,000

有限会社栄拓 1,056,000

有限会社アーバン 稲敷支店 1,030,000
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令和４年度
あずま生涯学習センター
清掃業務委託

稲敷市佐原組新田1596
あずま生涯学習センター

指名競争入札 令和4年7月1日

1,166,000 無
有限会社アーバン

稲敷支店
1,030,000 1,133,0001,060,000

1,523,000 1,675,300 無
株式会社

東進ビルシステム
茨城支店

1,470,000 1,617,000

入　　札　　等　　情　　報

月額842,200 月額926,420 無
株式会社

ニューライフ
月額835,000 月額918,500

R4稲水
西部増圧ポンプ場
施設更新設計業務委託

茨城県稲敷市時崎地内 指名競争入札 令和4年7月1日

稲敷市立東学校給食センター
給食配送業務委託

令和４年度
稲敷市本庁舎
ネットワーク機器賃貸借

稲敷市役所本庁舎 指名競争入札 令和4年7月1日

指名競争入札 令和4年7月1日
稲敷市結佐2534-8
稲敷市立東学校給食センター

4,158,000 無
株式会社

ＡＮ計画工房

月額820,000 月額902,000 無 晃進物流株式会社 月額794,181 月額873,599

21,480,000

3,450,000 3,795,000

23,628,000 無
（株）環境技研
コンサルタント

茨城支店
19,000,000 20,900,000

令和４年度
江戸崎中央公民館定期清掃業務委託

稲敷市江戸崎甲2148-2 指名競争入札 令和4年7月1日

公共施設管理運営コスト
検討調査業務委託

稲敷市犬塚1570-1
稲敷市役所

指名競争入札 令和4年7月1日 3,780,000
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株式会社　柏木電設興業 1,465,000

株式会社宮本総合設備 1,470,000

稲敷設備工業株式会社 1,480,000

有限会社　浜田設備 1,460,000

株式会社稲敷空調サービス 1,450,000

（株）根本英建築設計事務所 1,390,000

（有）大野建築設計事務所 1,380,000

つくば建築設計事務所（株） 1,360,000

（株）須藤隆建築設計事務所 1,410,000

（株）マルハウス 1,400,000

つくば建築設計事務所（株） 760,000

（株）増山栄建築設計事務所 740,000

（株）青山建築設計事務所 780,000

（株）相澤建築設計事務所 780,000

（有）秋山建築設計事務所 765,000

（株）幸田 8,500,000

平山建設（株） 辞退

（株）川島工務店 辞退

黒田建設（株） 辞退

東伸工業（株） 8,510,000

関建設工業（株） 3,630,000

（株）ホンダ 3,640,000

長城産業（株） 3,160,000

（有）小林工業 辞退

（有）岡部工業 辞退

エム・ケイ・アール（株） 3,600,000

（株）高橋組 3,440,000

関建設工業（株） 3,200,000

（株）ホンダ 2,940,000

長城産業（株） 無効

（有）小林工業 辞退

（有）岡部工業 辞退

エム・ケイ・アール（株） 3,250,000

（株）高橋組 3,180,000
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【取りおり②】
4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4年7月1日

【取りおり①】
4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4年7月1日

3,300,000

3,640,000

3,630,000 無 （株）ホンダ 2,940,000 3,234,000

4,004,000 無 長城産業（株） 3,160,000 3,476,000

9,372,000 無 （株）幸田 8,500,000 9,350,000
稲敷市保健センター
内部床改修工事

稲敷市江戸崎甲1990 指名競争入札 令和4年7月1日 8,520,000

1,595,000

1,584,000

稲敷市保健センター
内部床改修工事監理業務委託

茨城県稲敷市江戸崎甲1990 指名競争入札 令和4年7月1日

令和4年度
認定こども園えどさき
空調設備保守点検等業務委託

稲敷市高田930番地１ 指名競争入札 令和4年7月1日

869,000 無
（株）増山栄

建築設計事務所

稲敷市児童クラブ
情報通信ネットワーク環境施設
整備設計業務委託

稲敷市江戸崎甲3277番地1
他7箇所

指名競争入札 令和4年7月1日

740,000 814,000790,000

1,497,000 1,646,700 無
株式会社

稲敷空調サービス
1,450,000

無
つくば建築設計

事務所（株）
1,360,000 1,496,0001,440,000


