
入札順平成22年6月7日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 220201

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

２２再交道改第３号－１　市道（玉）２３１６号線改良舗装工事

行方市沖洲地内 \17,200,000 事前公表 あり
○9

2010/06/10  落札決定

摘 要住　所

光栄土木 \16,900,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

（株）久米工務店 \17,000,000茨城県行方市成田９５０

須賀工務店 \16,800,000茨城県行方市三和１６１６

（有）平野工業 \16,850,000茨城県行方市玉造甲６５２３－２

常陽開発工業（株） \16,700,000 落札茨城県行方市玉造甲３６８－１

計　5　社

工事ID 220202

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

２２市単道改第１３号－１　市道（麻）１－５号線改良舗装工事

行方市南地内 \44,000,000 事前公表 あり
○10

2010/06/10  落札決定

摘 要住　所

藤﨑建設工業（株） \42,500,000茨城県行方市新宮７４５

（株）羽生工務店 \42,700,000茨城県行方市内宿９０６

松沢建設（株） \42,200,000 落札茨城県行方市小高２１９－１

塚本建設（株） \43,000,000茨城県行方市沖洲１７８

斉藤建設（株） \42,800,000茨城県行方市内宿８９５－１

高橋建設（株） \42,800,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）根本工務店 \42,300,000茨城県行方市四鹿１

（株）新堀産業 \42,400,000茨城県行方市石神９３４－１

麻生建設（株） \42,500,000茨城県行方市麻生６３－１

（株）松田建設 \43,000,000茨城県行方市行方１６４３－５

計　10　社
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工事ID 220203

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

22国補・単独集排処理施設外構工事

行方市捻木地内 \22,120,000 事前公表 あり
○11

2010/06/10  落札決定

摘 要住　所

（株）羽生工務店 \21,800,000茨城県行方市内宿９０６

塚本建設（株） \21,700,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）栗原工務店 \21,500,000 落札茨城県行方市荒宿２５６

（株）根崎工務店 \21,600,000茨城県行方市玉造甲８５０

斉藤建設（株） \21,650,000茨城県行方市内宿８９５－１

高橋建設（株） \21,800,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）根本工務店 \21,740,000茨城県行方市四鹿１

（株）新堀産業 \21,850,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）斉藤建設工業 \21,700,000茨城県行方市玉造甲２５８４

麻生建設（株） \21,900,000茨城県行方市麻生６３－１

計　10　社

工事ID 220204

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

22国補・単独集排第52工区管路施設工事

行方市上山地内 \36,700,000 事前公表 あり
○12

2010/06/10  落札決定

摘 要住　所

藤﨑建設工業（株） \35,850,000茨城県行方市新宮７４５

（株）羽生工務店 \35,900,000茨城県行方市内宿９０６

塚本建設（株） \35,700,000 落札茨城県行方市沖洲１７８

（株）栗原工務店 \36,200,000茨城県行方市荒宿２５６

（株）根崎工務店 \36,300,000茨城県行方市玉造甲８５０

斉藤建設（株） \36,100,000茨城県行方市内宿８９５－１

高橋建設（株） \36,000,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）新堀産業 \36,200,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）斉藤建設工業 \35,900,000茨城県行方市玉造甲２５８４

麻生建設（株） \36,150,000茨城県行方市麻生６３－１

（株）松田建設 \36,000,000茨城県行方市行方１６４３－５

計　11　社
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平成22年6月24日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 220205

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

玉造浄化センター無停電電源装置更新工事

行方市玉造浄化セン
ター場内

\14,680,000 事前公表 あり
○2

2010/06/30  落札決定

摘 要住　所

（株）ジーエス・ユアサフィールディングス
　営業本部　東京支店　茨城営業所

\11,800,000 落札茨城県水戸市城南３－１６－６

（株）小林電気商会 \13,100,000茨城県潮来市水原６７２－１

清宮電気（株） \12,980,000茨城県行方市西蓮寺５８０－１

大堀電気工事（株） \13,500,000茨城県つくば市北条１７５５－１

宮本電業社 \13,930,000茨城県潮来市潮来１０８６－１５

（株）関東エルエンジニアリング \13,545,000茨城県龍ケ崎市馴柴町３６７－
２

青塚電気工事（株） \13,500,000茨城県鹿嶋市大字平井２０－
１９６

（株）ササモト \11,970,000茨城県潮来市宮前２－３８－１０

計　8　社

工事ID 220206

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

22国補・単独集排第53工区管路施設工事

行方市上山地内 \23,250,000 事前公表 あり
○3

2010/06/29  落札決定

摘 要住　所

（株）根崎工務店 \22,750,000茨城県行方市玉造甲８５０

高橋建設（株） \22,900,000茨城県行方市繁昌３５３－１

塚本建設（株） \22,670,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）斉藤建設工業 \22,500,000 落札茨城県行方市玉造甲２５８４

（株）松田建設 \22,800,000茨城県行方市行方１６４３－５

（株）新堀産業 \22,550,000茨城県行方市石神９３４－１

斉藤建設（株） \22,600,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）羽生工務店 \22,650,000茨城県行方市内宿９０６

（株）栗原工務店 \22,600,000茨城県行方市荒宿２５６

麻生建設（株） \22,700,000茨城県行方市麻生６３－１

計　10　社
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平成22年6月24日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 220207

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

２２市単道改第３１号－１　市道（玉）５５号線改良舗装工事

行方市手賀地内 \18,100,000 事前公表 あり
○4

2010/06/29  落札決定

摘 要住　所

（有）平野工業 \17,400,000 落札茨城県行方市玉造甲６５２３－２

光栄土木 \17,500,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

（株）久米工務店 \17,500,000茨城県行方市成田９５０

須賀工務店 \17,600,000茨城県行方市三和１６１６

内田工業 \17,500,000茨城県行方市両宿１０７

常陽開発工業（株） \17,660,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

計　6　社

工事ID 220208

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

２２市単道改第３５号－１　市道（玉）６７４号線改良工事

行方市手賀地内 \18,500,000 事前公表 あり
○5

2010/06/29  落札決定

摘 要住　所

（株）根崎工務店 \17,600,000 落札茨城県行方市玉造甲８５０

高橋建設（株） \18,000,000茨城県行方市繁昌３５３－１

塚本建設（株） \17,740,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）斉藤建設工業 \17,700,000茨城県行方市玉造甲２５８４

（株）松田建設 \17,920,000茨城県行方市行方１６４３－５

（株）新堀産業 \17,800,000茨城県行方市石神９３４－１

斉藤建設（株） \17,900,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）羽生工務店 \18,000,000茨城県行方市内宿９０６

（株）栗原工務店 \17,960,000茨城県行方市荒宿２５６

計　9　社
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平成22年6月24日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 220209

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

２２市単道改第２６号－１　市道（北）３４５６号線改良舗装工事

行方市中根地内 \21,500,000 事前公表 あり
○6

2010/06/29  落札決定

摘 要住　所

（株）根崎工務店 \21,300,000茨城県行方市玉造甲８５０

高橋建設（株） \20,900,000 落札茨城県行方市繁昌３５３－１

塚本建設（株） \21,180,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）斉藤建設工業 \21,220,000茨城県行方市玉造甲２５８４

（株）松田建設 \21,200,000茨城県行方市行方１６４３－５

（株）新堀産業 \21,150,000茨城県行方市石神９３４－１

斉藤建設（株） \21,000,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）羽生工務店 \21,100,000茨城県行方市内宿９０６

計　8　社
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平成22年7月13日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 220210

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

２１臨交道改第４号－１　市道（北）１０５号線改良舗装工事

行方市山田地内 \11,400,000 事前公表 あり
○6

2010/07/15  落札決定

摘 要住　所

（株）久米工務店 \11,150,000 落札茨城県行方市成田９５０

（有）平野工業 \11,250,000茨城県行方市玉造甲６５２３－２

内田工業 \11,200,000茨城県行方市両宿１０７

須賀工務店 \11,190,000茨城県行方市三和１６１６

光栄土木 \11,220,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

計　5　社

工事ID 220211

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

２２行方市北浦衛生センター解体工事

行方市行戸４０６－１２ \29,500,000 事前公表 あり
○7

2010/07/23  落札決定

摘 要住　所

（株）斉藤建設工業 \29,050,000茨城県行方市玉造甲２５８４

（株）根本工務店 \29,200,000茨城県行方市四鹿１

（株）羽生工務店 \15,800,000 落札茨城県行方市内宿９０６

（株）根崎工務店 \28,950,000茨城県行方市玉造甲８５０

高橋建設（株） \28,900,000茨城県行方市繁昌３５３－１

塚本建設（株） \29,000,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）栗原工務店 \18,700,000茨城県行方市荒宿２５６

麻生建設（株） \29,150,000茨城県行方市麻生６３－１

斉藤建設（株） \28,950,000茨城県行方市内宿８９５－１

計　9　社
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平成22年7月27日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 220212

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

22国補流域公下第２号　汚水管渠布設工事

行方市麻生地内 \25,280,000 事前公表 あり
○6

2010/07/29  落札決定

摘 要住　所

塚本建設（株） \24,800,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \24,750,000茨城県行方市玉造甲８５０

藤﨑建設工業（株） \24,650,000茨城県行方市新宮７４５

（株）松田建設 \24,500,000 落札茨城県行方市行方１６４３－５

斉藤建設（株） \25,000,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）斉藤建設工業 \24,650,000茨城県行方市玉造甲２５８４

（株）栗原工務店 \24,800,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \24,900,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）羽生工務店 \24,850,000茨城県行方市内宿９０６

（株）根本工務店 \24,750,000茨城県行方市四鹿１

（株）新堀産業 \24,700,000茨城県行方市石神９３４－１

麻生建設（株） \24,800,000茨城県行方市麻生６３－１

計　12　社

工事ID 220213

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

22国補・単独集排第54工区管路施設工事

行方市芹沢地内 \33,350,000 事前公表 あり
○7

2010/07/29  落札決定

摘 要住　所

塚本建設（株） \32,460,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \32,300,000 落札茨城県行方市玉造甲８５０

斉藤建設（株） \32,940,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）斉藤建設工業 \32,760,000茨城県行方市玉造甲２５８４

（株）栗原工務店 \32,520,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \32,650,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）羽生工務店 \32,500,000茨城県行方市内宿９０６

（株）新堀産業 \32,800,000茨城県行方市石神９３４－１

計　8　社
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平成22年7月27日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 220214

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

22国補集排第55工区管路施設工事

行方市上山地内 \41,380,000 事前公表 あり
○8

2010/08/04  落札決定

摘 要住　所

塚本建設（株） \40,600,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \40,600,000茨城県行方市玉造甲８５０

斉藤建設（株） \40,650,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）斉藤建設工業 \40,700,000茨城県行方市玉造甲２５８４

（株）栗原工務店 \33,510,000茨城県行方市荒宿２５６

（株）羽生工務店 \29,800,000 落札茨城県行方市内宿９０６

（株）根本工務店 \40,800,000茨城県行方市四鹿１

（株）新堀産業 \40,900,000茨城県行方市石神９３４－１

計　8　社
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平成22年8月24日 執　行　一般競争入札結果一覧　
工事ID 220215

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

22国補・単独集排第56工区管路施設工事

行方市上山地内 \32,270,000 事前公表 あり
○1

2010/08/26  落札決定

摘 要所在地

（株）斉藤建設工業 \31,700,000茨城県行方市玉造甲２５８４

（株）羽生工務店 \31,450,000茨城県行方市内宿９０６

高橋建設（株） \31,450,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）根崎工務店 \31,900,000茨城県行方市玉造甲８５０

斉藤建設（株） \31,500,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）栗原工務店 \30,900,000 落札茨城県行方市荒宿２５６

塚本建設（株） \31,600,000茨城県行方市沖洲１７８

計　7　社

工事ID 220216

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

麻生中学校新築工事（建築工事）　

行方市南地内 \1,324,000,000 事前公表 あり
○2

2010/08/26  落札決定

摘 要所在地

\1,128,660,000最低制限価格

鈴縫・江口特定建設工事共同企業体 \1,310,000,000茨城県水戸市三の丸２－１１－１７

株木・久米特定建設工事共同企業体 \1,300,000,000茨城県水戸市吉沢町３１１番地１

常総・藤﨑・松沢特定建設工事共同企業体 \1,290,000,000 落札茨城県神栖市賀２１０８番地８

計　3　社

工事ID 220217

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

麻生中学校新築工事（電気設備工事）

行方市南地内 \171,900,000 事前公表 あり
○3

2010/09/01  落札決定

摘 要所在地

（株）三友 \130,220,000茨城県土浦市宍塚下田１６６４－５

大堀電気工事（株） \121,000,000茨城県つくば市北条１７５５－１

木村電設工業（株） \138,600,000茨城県牛久市栄町５－２

石川電機（株） \115,160,000茨城県水戸市松が丘２－５－３６

飯島電気工事（株） \125,000,000茨城県牛久市神谷１－６－１

メイデン（株） \140,960,000茨城県龍ケ崎市４３１６

清宮電気（株） \113,000,000 落札茨城県行方市西蓮寺５８０－１

（株）富嶋電工 \146,110,000茨城県石岡市柏原町９番７０号

センター電機（株） \116,800,000茨城県水戸市水府町１４９２

計　9　社
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平成22年8月24日 執　行　一般競争入札結果一覧　
工事ID 220218

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

麻生中学校新築工事（機械設備工事）

行方市南地内 \113,700,000 事前公表 あり
○4

2010/08/26  落札決定

摘 要所在地

飯村機電工業（株）　水戸支店 \111,900,000茨城県水戸市城南３－２－８

菊地設備工業（株） \112,400,000茨城県水戸市石川４－４０３０－１１

水戸管工事（株） \107,700,000茨城県水戸市泉町１－２－１６

暁飯島工業（株） \109,500,000茨城県水戸市千波町２７７０－５

ストウ工業（株） \111,500,000茨城県ひたちなか市田彦１０２０－２８

関彰エンジニアリング（株）　水戸支店 \107,000,000 落札茨城県水戸市泉町３－４－２６

清和工業（株） \110,000,000茨城県水戸市東野町字南割１４０－４

常陽水道工業（株） \110,200,000茨城県土浦市文京町１８－２８

計　8　社
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平成22年9月15日 執　行　一般競争入札結果一覧　
工事ID 220219

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

麻生小学校耐震補強・大規模改造工事

行方市麻生地内 \440,000,000 事前公表 あり
○1

摘 要所在地又は住所

\375,230,000最低制限価格

鈴木良・高橋特定建設工事共同企業体 \429,000,000 落札茨城県水戸市緑町１－１－４

葵・久米特定建設工事共同企業体 \433,800,000茨城県水戸市五軒町２－２－７

辞退昭和・藤井特定建設工事共同企業体 茨城県水戸市千波町１９０５

計　3　JV

1/1 ページ



平成22年9月22日 執　行　一般競争入札結果一覧　
工事ID 220220

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

諸井団地1号棟外壁等改修工事

行方市玉造甲4175番地 \11,600,000 事前公表 あり
○7

2010/09/27  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）羽生工務店 \11,350,000茨城県行方市内宿９０６

塚本建設（株） \11,300,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）ミノワ \11,200,000茨城県行方市島並８５６－１

（株）宮内土建 \11,200,000茨城県行方市岡２５３

無効（株）栗原工務店 受注件数により無効茨城県行方市荒宿２５６

斉藤建設（株） \11,450,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）斉藤建設工業 \11,000,000 落札茨城県行方市玉造甲２５８４

計　7　社

工事ID 220221

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

22市単道改第８号－１　市道（麻）２２２９号線改良舗装工事

行方市杉平地内 \14,100,000 事前公表 あり
○8

2010/10/01  落札決定

摘 要所在地又は住所

麻生ビル管理（株） \10,530,000 落札茨城県行方市石神１４４９－１

小島建業 \13,866,404茨城県行方市矢幡５２０

（有）土子建材 \13,900,000茨城県行方市矢幡５７４

ユタカ建設（株） \13,830,000茨城県行方市富田２７３

（株）水郷園建設 \11,200,000茨城県行方市四鹿２０７－１

鬼澤建設（株） \13,820,000茨城県行方市新宮４７１－１

西田屋工務店 \13,850,000茨城県行方市根小屋８３－３

（株）宮内土建 \13,800,000茨城県行方市岡２５３

計　8　社

工事ID 220222

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

22国補特環公下第２号　汚水管渠布設工事

行方市谷島地内 \23,000,000 事前公表 あり
○9

2010/09/27  落札決定

摘 要所在地又は住所

高橋建設（株） \22,000,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）羽生工務店 \21,800,000 落札茨城県行方市内宿９０６

塚本建設（株） \22,100,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \22,200,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）根本工務店 \22,300,000茨城県行方市四鹿１

無効（株）栗原工務店 受注件数により無効茨城県行方市荒宿２５６

斉藤建設（株） \22,150,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）斉藤建設工業 \22,000,000茨城県行方市玉造甲２５８４

計　8　社
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平成22年10月12日 執　行　一般競争入札結果一覧　
工事ID 220223

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

２２市単道改第２３号－１ 市道(麻)１－１４号線改良舗装工事(第１工区)

行方市小牧地内 \36,500,000 事前公表 あり
○6

2010/10/14  落札決定

摘 要所在地又は住所

高橋建設（株） \35,900,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）新堀産業 \35,300,000 落札茨城県行方市石神９３４－１

（株）根崎工務店 \35,800,000茨城県行方市玉造甲８５０

藤﨑建設工業（株） \35,500,000茨城県行方市新宮７４５

（株）斉藤建設工業 \36,000,000茨城県行方市玉造甲２５８４

（株）松田建設 \35,750,000茨城県行方市行方１６４３－５

斉藤建設（株） \35,800,000茨城県行方市内宿８９５－１

塚本建設（株） \35,600,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根本工務店 \35,600,000茨城県行方市四鹿１

計　9　社

工事ID 220224

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

２２特防道改第１号－１　市道（玉）６０号線外２改良舗装工事

行方市芹沢地内 \26,700,000 事前公表 あり
○7

2010/10/14  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）新堀産業 \25,850,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）根崎工務店 \25,500,000茨城県行方市玉造甲８５０

高橋建設（株） \25,700,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）斉藤建設工業 \25,450,000 落札茨城県行方市玉造甲２５８４

（株）松田建設 \25,750,000茨城県行方市行方１６４３－５

斉藤建設（株） \25,600,000茨城県行方市内宿８９５－１

計　6　社
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平成22年11月9日 執　行　一般競争入札結果一覧　
工事ID 220225

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

22国補集排第3工区中継ポンプ施設工事

行方市芹沢・上山地内 \18,700,000 事前公表 あり
○4

2010/11/15  落札決定

摘 要所在地又は住所

斎藤商事（株） \14,750,000 落札茨城県土浦市田中３－１－３４

アルプス建設（株） \15,690,000茨城県水戸市平須町１８２８－１０２５

（株）第一テクノ　茨城営業所 \16,800,000茨城県つくば市吾妻１－１５－１　筑
波司法会館２０１号

（株）西原テクノサービス \16,480,000東京都港区芝浦３－６－１８

計　4　社

工事ID 220226

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

２１繰臨交河第１号　武田川河川整備工事

行方市小貫地内 \15,500,000 事前公表 あり
○5

2010/11/11  落札決定

摘 要所在地又は住所

内田工業 \15,000,000 落札茨城県行方市両宿１０７

（有）土子建材 \15,150,000茨城県行方市矢幡５７４

須賀工務店 \15,050,000茨城県行方市三和１６１６

光栄土木 \15,200,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

小島建業 \15,100,000茨城県行方市矢幡５２０

（株）久米工務店 \15,070,000茨城県行方市成田９５０

計　6　社

工事ID 220227

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

22市単道改第23号-2　市道(麻)１－１４号線改良舗装工事(第２工区)

行方市小牧地内 \14,200,000 事前公表 あり
○6

2010/11/11  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）宮内土建 \13,780,000茨城県行方市岡２５３

（株）水郷園建設 \13,870,000茨城県行方市四鹿２０７－１

（有）土子建材 \13,800,000茨城県行方市矢幡５７４

西田屋工務店 \13,830,000茨城県行方市根小屋８３－３

麻生ビル管理（株） \13,800,000茨城県行方市石神１４４９－１

（有）トータルリビングニイボリ \13,920,000茨城県行方市宇崎４２

小島建業 \13,850,000茨城県行方市矢幡５２０

鬼澤建設（株） \13,750,000 落札茨城県行方市新宮４７１－１

計　8　社
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平成22年11月9日 執　行　一般競争入札結果一覧　
工事ID 220228

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

２１臨交道改第５号－１　市道（北）３６３５号線（第２工区）改良舗装工事

行方市吉川地内 \11,600,000 事前公表 あり
○7

2010/11/11  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）土子建材 \11,380,000茨城県行方市矢幡５７４

須賀工務店 \11,200,000 落札茨城県行方市三和１６１６

光栄土木 \11,330,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

小島建業 \11,280,000茨城県行方市矢幡５２０

（株）久米工務店 \11,300,000茨城県行方市成田９５０

内田工業 \11,280,000茨城県行方市両宿１０７

計　6　社
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平成22年11月22日 執　行　一般競争入札結果一覧　
工事ID 220229

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

天王崎風の塔改修工事

行方市麻生428番地2・
428番地3

\26,000,000 事前公表 あり
○5

2010/11/25  落札決定

摘 要所在地又は住所

小島建業 \25,000,000茨城県行方市矢幡５２０

塚本建設（株） \25,300,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）松田建設 \25,600,000茨城県行方市行方１６４３－５

（株）久米工務店 \25,400,000茨城県行方市成田９５０

（株）根本工務店 \25,250,000茨城県行方市四鹿１

（株）ミノワ \24,900,000 落札茨城県行方市島並８５６－１

計　6　社
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平成22年12月21日 執　行　一般競争入札結果一覧　
工事ID 220230

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

特防玉造中学校テニスコート整備工事

行方市玉造地内 \27,000,000 事前公表 あり
○6

2010/12/24  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）斉藤建設工業 \25,740,000茨城県行方市玉造甲２５８４

斉藤建設（株） \26,000,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）松田建設 \25,800,000茨城県行方市行方１６４３－５

（株）根本工務店 \26,000,000茨城県行方市四鹿１

（株）根崎工務店 \25,600,000 落札茨城県行方市玉造甲８５０

塚本建設（株） \25,700,000茨城県行方市沖洲１７８

麻生建設（株） \25,910,000茨城県行方市麻生６３－１

計　7　社
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平成23年1月25日 執　行　一般競争入札結果一覧　
工事ID 220231

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

玉造中学校既存講堂解体工事

行方市玉造地内 \21,000,000 事前公表 あり
○1

2011/01/31  落札決定

摘 要所在地又は住所

小島建業 \20,350,000茨城県行方市矢幡５２０

（株）斉藤建設工業 \20,000,000 落札茨城県行方市玉造甲２５８４

塚本建設（株） \20,150,000茨城県行方市沖洲１７８

松沢建設（株） \20,270,000茨城県行方市小高２１９－１

斉藤建設（株） \20,300,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）栗原工務店 \20,500,000茨城県行方市荒宿２５６

（株）根本工務店 \20,200,000茨城県行方市四鹿１

（株）ミノワ \20,450,000茨城県行方市島並８５６－１

麻生建設（株） \20,400,000茨城県行方市麻生６３－１

計　9　社

工事ID 220232

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

麻生中学校併行防音工事（機械設備工事）

行方市南地内 \124,000,000 事前公表 あり
○2

2011/01/31  落札決定

摘 要所在地又は住所

菊地設備工業（株） \119,000,000茨城県水戸市石川４－４０３０－１１

関彰エンジニアリング（株）　水戸支店 \117,700,000 落札茨城県水戸市泉町３－４－２６

水戸管工事（株） \119,400,000茨城県水戸市泉町１－２－１６

ストウ工業（株） \121,900,000茨城県ひたちなか市田彦１０２０－
２８

暁飯島工業（株） \120,000,000茨城県水戸市千波町２７７０－５

清和工業（株） \120,700,000茨城県水戸市東野町字南割１４０－
４

飯村機電工業（株）　水戸支店 \121,500,000茨城県水戸市城南３－２－８

計　7　社

1/2 ページ



平成23年1月25日 執　行　一般競争入札結果一覧　
工事ID 220233

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

２２再交道改第３号－２　市道（玉）２３１６号線改良舗装工事

行方市沖洲地内 \44,900,000 事前公表 あり
○3

2011/01/31  落札決定

摘 要所在地又は住所

高橋建設（株） \43,700,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）羽生工務店 \44,000,000茨城県行方市内宿９０６

（株）新堀産業 \44,100,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）斉藤建設工業 \44,200,000茨城県行方市玉造甲２５８４

塚本建設（株） \43,200,000 落札茨城県行方市沖洲１７８

斉藤建設（株） \43,800,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）栗原工務店 \43,900,000茨城県行方市荒宿２５６

計　7　社
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平成23年2月14日 執　行　一般競争入札結果一覧　
工事ID 220234

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

22国補・単独集排舗装本復旧工事

行方市捻木地内 \9,450,000 事前公表 あり
○6

2011/02/21  落札決定

摘 要所在地又は住所

高橋建設（株） \9,200,000茨城県行方市繁昌３５３－１

塚本建設（株） \9,250,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）斉藤建設工業 \9,300,000茨城県行方市玉造甲２５８４

（株）根崎工務店 \9,100,000 落札茨城県行方市玉造甲８５０

（株）羽生工務店 \9,180,000茨城県行方市内宿９０６

斉藤建設（株） \9,150,000茨城県行方市内宿８９５－１

計　6　社
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平成23年2月21日 執　行　一般競争入札結果一覧　
工事ID 220235

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

２２再交道改第１０号－１　市道（玉）１２号線舗装改修工事

行方市沖洲地内 \10,700,000 事前公表 あり
○1

2011/02/24  落札決定

摘 要所在地又は住所

高橋建設（株） \10,400,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤﨑建設工業（株） \10,350,000茨城県行方市新宮７４５

塚本建設（株） \10,250,000 落札茨城県行方市沖洲１７８

（株）新堀産業 \10,400,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）斉藤建設工業 \10,500,000茨城県行方市玉造甲２５８４

（株）松田建設 \10,350,000茨城県行方市行方１６４３－５

斉藤建設（株） \10,350,000茨城県行方市内宿８９５－１

計　7　社
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