
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）

茨城トヨペット株式会社 江戸崎店 4,294,124

日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株） 江戸崎店 辞退

有限会社　青宿商会 辞退

有限会社東自動車整備工場 4,182,046

茨城トヨタ自動車株式会社 江戸崎店 辞退

有限会社　岡沢機械サービス 辞退

茨城日産自動車（株） 江戸崎店 3,823,860

トヨタカローラ南茨城（株） 稲敷店 辞退

有限会社清原 江戸崎ＦＡＣＴＯＲＹ 無効

茨城トヨペット株式会社 江戸崎店

日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株） 江戸崎店

有限会社　青宿商会

有限会社東自動車整備工場

茨城トヨタ自動車株式会社 江戸崎店

有限会社　岡沢機械サービス

茨城日産自動車（株） 江戸崎店

トヨタカローラ南茨城（株） 稲敷店

有限会社清原 江戸崎ＦＡＣＴＯＲＹ

（有）北都測量設計 6,360,000

日拓測量設計（株） 稲敷営業所 6,350,000

（株）イタバシ 6,300,000

（株）開発計画研究所 稲敷営業所 6,300,000

（株）平成技研 稲敷営業所 6,200,000

（有）龍測社 6,400,000

（有）フドウ測量設計 稲敷営業所 6,350,000

（株）根本英建築設計事務所 2,090,000

（有）大野建築設計事務所 2,120,000

（株）青山建築設計事務所 2,140,000

（株）相澤建築設計事務所 2,160,000

（株）マルハウス 2,150,000

株式会社ニューライフ 650,000

浅野電設株式会社 940,000

亨和テクニカル株式会社 辞退

有限会社　浜田設備 874,000

株式会社稲敷空調サービス 850,000

晃進物流株式会社 868,060

有限会社橋本観光 850,700

有限会社 江戸崎観光バス 869,460

さくら自動車株式会社 855,700

ブルーバス株式会社 無効

6,820,000

2,299,000

株式会社
ニューライフ

650,000 715,000

有限会社橋本観光 850,700 928,508

入　　札　　等　　情　　報

無

指名競争入札
令和４年度
稲敷市公用車（交通安全指導車）購入

稲敷市犬塚１５７０番地１
稲敷市役所

令和4年9月8日

指名競争入札
令和４年度
稲敷市公用車（ハイブリッド車）購入
その２

稲敷市犬塚１５７０番地１
稲敷市役所

令和4年9月8日 4,601,740 5,053,740 4,198,372

入札中止（入札参加者が2者未満のため）

指名競争入札第34分団機庫新築工事実施設計業務 稲敷市伊佐津3239番地1 令和4年9月8日 2,210,000 2,431,000 無

茨城日産自動車（株）
江戸崎店

3,823,860

（株）平成技研
稲敷営業所

指名競争入札 令和4年9月8日 6,530,000 7,183,000 無 6,200,000

（株）根本英
建築設計事務所

2,090,000

稲敷市立新利根中学校
～福島県耶麻郡猪苗代町外

令和4年9月8日 884,820 966,040 無

指名競争入札 令和4年9月8日 973,500 1,070,850 無

指名競争入札

1

4市単維持
市道(新)1級1号線測量設計業務委託

稲敷市上根本地内

令和4年度
稲敷市立桜川こども園
空調設備室内機分解洗浄業務委託

2

3

5

6

4

稲敷市立桜川こども園
（稲敷市古渡３０５番地）

令和４年度
稲敷市立新利根中学校
第１学年宿泊学習バス借上
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晃進物流株式会社 667,740

有限会社橋本観光 772,500

さくら自動車株式会社 766,020

株式会社県南観光 757,020

ブルーバス株式会社 無効

（株）サンヨウ建設 8,900,000

（有）遠藤工務店 辞退

山本建設（株） 8,850,000

柳町トレンチャー（株） 辞退

信工業（株） 8,850,000

（有）小林工業 辞退

（有）栄拓 辞退

天海建設（株） 8,800,000

（株）サンヨウ建設 8,730,000

（有）遠藤工務店 辞退

山本建設（株） 8,680,000

柳町トレンチャー（株） 辞退

信工業（株） 辞退

（有）小林工業 8,700,000

（有）栄拓 辞退

天海建設（株） 無効

平山建設（株） 8,720,000

（株）大塚組 8,610,000

（株）東土木 8,650,000

黒田建設（株） 8,630,000

（有）水飼工務店 8,300,000

松野建設（株） 8,700,000

クボタ建設工業（株） 8,630,000

東開発工業（株） 8,540,000

平山建設（株） 8,650,000

（株）大塚組 8,600,000

（株）東土木 8,620,000

黒田建設（株） 8,600,000

（有）水飼工務店 無効

松野建設（株） 8,500,000

クボタ建設工業（株） 8,620,000

東開発工業（株） 8,560,000

（株）幸田 辞退

（有）赤井工務店 辞退

（有）鈴木工務店 5,120,000

東伸工業（株） 5,250,000

（有）依田工務店 5,080,000

8,300,000 9,130,000

晃進物流株式会社 667,740 727,252

無

8,800,000 9,680,000 無

877,820 無

9,669,000 無 松野建設（株） 8,500,000 9,350,000

無 5,588,000

指名競争入札 令和4年9月8日

無

指名競争入札

天海建設（株） 8,800,000 9,680,000

山本建設（株） 8,680,000 9,548,000

（有）水飼工務店

（有）依田工務店 5,080,00012

9

11

8

10

【取りおり②】
4市単維持
桜川地区道路維持修繕2期工事

5,885,000

指名競争入札
【取りおり②】
4市単維持
新利根地区道路維持修繕2期工事

稲敷市新利根地区 令和4年9月8日 8,800,000 9,680,000

指名競争入札
【取りおり①】
4市単維持
江戸崎地区道路維持修繕2期工事

稲敷市江戸崎地区 令和4年9月8日 8,940,000 9,834,000

指名競争入札
令和4年度
稲敷市立江戸崎・新利根中学校
防火設備改修工事

稲敷市江戸崎甲2595番地、
稲敷市柴崎7139番地

令和4年9月8日 5,350,000

指名競争入札
【取りおり①】
4市単維持
東地区道路維持修繕2期工事

稲敷市東地区 令和4年9月8日

7
令和４年度
稲敷市立桜川中学校
第１・２学年宿泊学習バス借上

稲敷市立桜川中学校
～福島県耶麻郡猪苗代町外

804,620

稲敷市桜川地区 令和4年9月8日 8,790,000
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浅野電設（株） 1,664,900

東日本電信電話（株） 千葉事業部　茨城支店 1,400,000

茨城電話工業（株） 1,280,000

水戸通信工業（株） 750,000

（株）ニューライフ 998,000

指名競争入札
稲敷市立図書館・歴史民俗資料館
電話設備更新工事

稲敷市八千石１８－１ 令和4年9月8日 1,689,000 1,857,900 無 水戸通信工業（株） 750,000 825,00013


