
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 4,050,000

スポーツショップSKY 辞退

池田スポーツ 3,980,000

アサクラスポーツ株式会社 4,200,000

有限会社ナカムラスポーツ 3,900,000

アサヒ 1,245,000

有限会社　栄進オフィス 稲敷支社 1,276,250

ヒラデ・スタイル株式会社 稲敷営業所 1,236,000

第一産商株式会社 辞退

株式会社こうの書店 1,172,500

株式会社エイエス 1,264,000

（株）長大 つくば支店 32,790,000

（株）エイト日本技術開発 水戸事務所 31,150,000

（株）オオバ 茨城営業所 32,790,000

開発虎ノ門コンサルタント（株） 茨城事務所 32,500,000

大日本コンサルタント株式会社 水戸営業所 32,790,000

（株）千代田コンサルタント 茨城営業所 32,500,000

（株）協和コンサルタンツ 茨城営業所 32,790,000

八千代エンジニヤリング（株） 茨城事務所 32,790,000

（株）オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所 32,790,000

セントラルコンサルタント（株） 茨城営業所 32,790,000

（株）ＮＪＳ 茨城出張所 辞退

日本水工設計（株） 茨城事務所 17,140,000

（株）環境技研コンサルタント 茨城支店 17,140,000

中日本建設コンサルタント（株） 茨城事務所 17,140,000

（株）東京設計事務所 水戸事務所 17,140,000

（株）日新技術コンサルタント 茨城出張所 17,140,000

（株）日本水道設計社 茨城営業所 17,000,000

（株）日水コン 茨城事務所 16,390,000

日本工営（株） 茨城事務所 辞退

いであ（株） 茨城営業所 17,140,000

関東不動産鑑定事務所 11,500,000

つくば不動産研究所 11,804,000

羽場不動産鑑定事務所 11,900,000

筑波補償鑑定（株） 11,300,000

（株）アーバン・アプレイザル 11,600,000

中央総合鑑定所 11,350,000

桜不動産鑑定（株） 11,330,000

永井不動産鑑定 11,600,000

令和４年度
新利根総合運動公園体育館
バスケット台購入

稲敷市伊佐津３１７０ 指名競争入札 令和4年9月30日 4,300,000 4,730,000 無

入　　札　　等　　情　　報

無
和田公園再整備基本設計及び
建築実施設計業務

稲敷市浮島地内 指名競争入札 令和4年9月30日 32,790,000

（株）日水コン
茨城事務所

16,390,000 18,029,000

令和4年度（下半期）
稲敷市コピー用紙購入

稲敷市役所　他 指名競争入札 令和4年9月30日 1,280,000 1,408,000 無

令和４年度
あずま浄化センター機械・電気設備
改築実施設計業務委託

稲敷市あずま浄化センター 指名競争入札 令和4年9月30日 17,140,000 18,854,000 無

36,069,000

令和6年度固定資産税（土地）の
評価替えに向けた標準宅地等の
不動産本鑑定評価業務委託

稲敷市内の対象地 指名競争入札 令和4年9月30日 12,031,000 13,234,100 無
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有限会社
ナカムラスポーツ

3,900,000 4,290,000

株式会社こうの書店 1,172,500 1,289,750

（株）エイト日本
技術開発

水戸事務所
31,150,000 34,265,000

筑波補償鑑定（株） 11,300,000 12,430,000



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）

有限会社泉観光 無効

平成観光自動車 辞退

日東観光株式会社 5,681,770

ジェイアールバス関東株式会社 土浦支店 辞退

株式会社ＪＴＢ 茨城南支店 無効

東武トップツアーズ株式会社 茨城南支店 辞退

常南交通株式会社 辞退

株式会社エイチ・アイ・エス 辞退

（株）ジステック 6,150,000

日拓測量設計（株） 稲敷営業所 6,200,000

（株）コウノ 稲敷営業所 6,240,000

（株）イタバシ 6,200,000

（株）臼田設計 6,280,000

（株）開発計画研究所 稲敷営業所 6,200,000

（有）フドウ測量設計 稲敷営業所 6,000,000

トレンドデザイン（株） 茨城支店 6,200,000

株式会社アールピーアイ栃木 1,850,000

株式会社 サーベイリサーチセンター 2,150,000

株式会社アイアールエス 1,630,000

株式会社まち研 1,900,000

株式会社地域計画連合 2,120,000

（有）大野建築設計事務所 1,160,000

つくば建築設計事務所（株） 1,160,000

（株）須藤隆建築設計事務所 1,080,000

（株）マルハウス 1,170,000

（株）綜企画設計 茨城支店 辞退

（株）大塚組 3,280,000

（有）宮本工務店 辞退

盛峰建設（株） 3,370,000

（株）佐藤組 3,210,000

（株）関川殖産園 3,298,000

（有）不動 3,380,000

黒田工業 3,280,000

（株）大塚組 2,940,000

（有）宮本工務店 辞退

盛峰建設（株） 辞退

（株）佐藤組 無効

（株）関川殖産園 2,720,000

（有）不動 3,050,000

黒田工業 2,890,000

稲敷市障害福祉計画等策定のための
アンケート調査業務委託

稲敷市全域 指名競争入札 令和4年9月30日 2,150,000 2,365,000 無

令和4年度
稲敷市立小中学校幼児施設
特定天井等調査業務

稲敷市江戸崎甲3194番地
江戸崎小学校　外16校園

指名競争入札 令和4年9月30日 1,180,000 1,298,000

株式会社
アイアールエス

1,630,000 1,793,000

（株）須藤隆
建築設計事務所

1,080,000 1,188,000

令和４年度
稲敷市スキー教室業務委託

猪苗代スキー場
（福島県猪苗代町
字葉山７１０５）

指名競争入札 令和4年9月30日 6,733,760 7,079,484 無

無

【取りおり②】
4市単維持　市道（東）1-4号線
外9路線除草2期工事

無

4市単公下設2-2号汚水管渠
詳細設計業務委託

稲敷市柴崎地内 指名競争入札 令和4年9月30日 6,400,000 7,040,000 無

稲敷市本新地内外 指名競争入札 令和4年9月30日 3,050,000 3,355,000 無

【取りおり①】
4市単維持　市道（東）2-18号線
外6路線除草2期工事

稲敷市幸田地内外 指名競争入札 令和4年9月30日 3,380,000 3,718,000
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日東観光株式会社 5,681,770 5,928,760

（有）フドウ測量設計
稲敷営業所

6,000,000 6,600,000

（株）佐藤組 3,210,000 3,531,000

（株）関川殖産園 2,720,000 2,992,000



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
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予定価格
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最低制限
価格設定

落札者
落札価格
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落札価格
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日新電機（株） 東京支社 辞退

横河ソリューションサービス（株） 鹿島営業所 辞退

亨和テクニカル（株） 2,450,000

（株）柏木電設興業 2,450,000

（株）プラントサービス 2,580,000

（有）ＷＯＲＬＤ　ＤＥＮＫＩ 2,300,000

４国補
江戸崎終末処理場監視室
ミニＵＰＳ更新工事

稲敷市荒沼9-2
稲敷市江戸崎終末処理場

指名競争入札 令和4年9月30日 2,590,000 2,849,000 無12 （有）ＷＯＲＬＤ　ＤＥＮＫＩ 2,300,000 2,530,000


