
平成25年5月21日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252001

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

麻生公民館耐震補強及び大規模改修工事

行方市麻生地内 \315,000,000 事前公表 あり
○1

2013/05/22  落札決定

摘 要所在地又は住所

株木・松沢特定建設工事共同企業体 \310,000,000 落札茨城県水戸市吉沢町３１１番地１

鈴縫・斉藤特定建設工事共同企業体 \312,500,000茨城県水戸市三の丸２-１１-１７

常総・ミノワ特定建設工事共同企業体 \314,000,000茨城県神栖市賀２１０８－８

計　3　社

工事ID 252002

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

行方市役所北浦庁舎空調機器設置工事

行方市山田地内 \12,860,000 事前公表 あり
○2

2013/05/22  落札決定

摘 要所在地又は住所

藤﨑建設工業（株） \12,300,000茨城県行方市新宮７４５

麻生ガス設備センター \12,180,000 落札茨城県行方市粗毛３４－３

（株）宮内土建 \12,330,000茨城県行方市岡２５３

成忠テクノス（株） \12,240,000茨城県行方市玉造甲２４２０－１

（株）イノバ工業 \12,450,000茨城県行方市羽生７１７

清宮電気（株） \12,280,000茨城県行方市西蓮寺580-1

計　6　社
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平成25年5月30日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252003

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

東日本大震災瓦礫等収集運搬及び重機オペレート業務

行方市玉造甲 \4,800,000 事前公表 なし
○1

2013/05/31  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \4,850,000茨城県行方市四鹿１

高橋建設（株） \5,000,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）羽生工務店 \4,920,000茨城県行方市内宿９０６

塚本建設（株） \4,700,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \4,600,000 落札茨城県行方市玉造甲８５０

（株）斉藤建設工業 \4,800,000茨城県行方市玉造甲２５８４

計　6　社
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平成25年6月18日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252005

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

24繰農基第39号-1 市道（麻）642号線外1改良舗装工事（1工区）

行方市小高地内 \28,400,000 事前公表 あり
○1

2013/06/19  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \27,880,000茨城県行方市四鹿１

松沢建設（株） \27,700,000 落札茨城県行方市小高２１９－１

高橋建設（株） \27,900,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤﨑建設工業（株） \28,000,000茨城県行方市新宮７４５

（株）羽生工務店 \28,070,000茨城県行方市内宿９０６

塚本建設（株） \28,100,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）新堀産業 \27,800,000茨城県行方市石神９３４－１

計　7　社

工事ID 252006

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

24繰農基第39号-2 市道（麻）642号線外1改良舗装工事（2工区）

行方市小高地内 \12,500,000 事前公表 あり
○2

2013/06/19  落札決定

摘 要所在地又は住所

鬼澤建設（株） \12,450,000茨城県行方市新宮４７１－１

（有）土子建材 \12,100,000茨城県行方市矢幡５７４

小島建業 \12,470,000茨城県行方市矢幡５２０

麻生ビル管理（株） \12,450,000茨城県行方市石神１４４９－１

（有）平野工業 \12,460,000茨城県行方市玉造甲６５２３－２

（有）板橋建設工業 \12,000,000 落札茨城県行方市井貝６７１－１

計　6　社
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平成25年6月18日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252004

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

玉造小学校体育館解体工事

行方市玉造地内 \16,190,000 事前公表 あり
○3

2013/06/19  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）栗原工務店 \15,600,000 落札茨城県行方市荒宿２５６

斉藤建設（株） \15,900,000茨城県行方市内宿８９５－１

常陽開発工業（株） \15,750,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

塚本建設（株） \15,900,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）宮内土建 \15,800,000茨城県行方市岡２５３

計　5　社
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平成25年7月9日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252007

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25国交特環公下第１号　汚水管渠布設工事

行方市谷島地内 \29,890,000 事前公表 あり
○1

2013/07/10  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）栗原工務店 \29,400,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \29,200,000茨城県行方市繁昌３５３－１

斉藤建設（株） \29,450,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）羽生工務店 \29,000,000 落札茨城県行方市内宿９０６

常陽開発工業（株） \29,350,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

塚本建設（株） \29,350,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \29,300,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）新堀産業 \29,500,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）斉藤建設工業 \29,400,000茨城県行方市玉造甲２５８４

計　9　社

工事ID 252011

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

24繰国交特環公下第１号　汚水管渠布設工事

行方市手賀地内 \40,970,000 事前公表 あり
○2

2013/07/10  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）栗原工務店 \40,300,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \38,900,000 落札茨城県行方市繁昌３５３－１

斉藤建設（株） \39,700,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）羽生工務店 \39,500,000茨城県行方市内宿９０６

常陽開発工業（株） \40,200,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

塚本建設（株） \40,000,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \39,200,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）新堀産業 \39,800,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）斉藤建設工業 \39,300,000茨城県行方市玉造甲２５８４

計　9　社
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平成25年7月16日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252008

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25社交道改第16号-1　市道（北）1020号線外１改良舗装工事（１工区）

行方市小貫・玉造地内 \22,590,000 事前公表 あり
○1

2013/07/17  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \22,100,000茨城県行方市四鹿１

（株）栗原工務店 \21,980,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \21,950,000茨城県行方市繁昌３５３－１

斉藤建設（株） \21,900,000 落札茨城県行方市内宿８９５－１

（株）羽生工務店 \21,930,000茨城県行方市内宿９０６

（株）根崎工務店 \22,030,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）宮内土建 \22,070,000茨城県行方市岡２５３

（株）斉藤建設工業 \22,050,000茨城県行方市玉造甲２５８４

計　8　社

工事ID 252009

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25社交道改第16号-2　市道（北）1020号線外１改良舗装工事（2工区）

行方市小貫・玉造地内 \17,540,000 事前公表 あり
○2

2013/07/17  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）満洲工務店 \17,240,000茨城県行方市手賀４３３９－３５

（有）平野工業 \17,000,000 落札茨城県行方市玉造甲６５２３－２

光栄土木（株） \17,140,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

内田工業 \17,120,000茨城県行方市両宿１０７

（株）山勝建設 \17,200,000茨城県行方市山田１２６９‐１

計　5　社
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平成25年7月16日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252010

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25市単道改第23号-1　市道（麻）1795号線改良舗装工事

行方市石神地内 \11,770,000 事前公表 あり
○3

2013/07/17  落札決定

摘 要所在地又は住所

実川工務店 \11,600,000茨城県行方市富田２４８

麻生ガス設備センター \11,580,000茨城県行方市粗毛３４－３

鬼澤建設（株） \11,650,000茨城県行方市新宮４７１－１

小島建業 \11,620,000茨城県行方市矢幡５２０

麻生ビル管理（株） \11,480,000 落札茨城県行方市石神１４４９－１

（有）板橋建設工業 \11,600,000茨城県行方市井貝６７１－１

（有）トータルリビングニイボリ \11,550,000茨城県行方市宇崎４２

計　7　社

工事ID 252012

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

白帆の湯駐車場舗装工事

行方市麻生地内 \16,100,000 事前公表 あり
○4

2013/07/17  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \15,800,000茨城県行方市四鹿１

松沢建設（株） \15,850,000茨城県行方市小高２１９－１

斉藤建設（株） \15,860,000茨城県行方市内宿８９５－１

藤崎建設工業（株） \15,780,000茨城県行方市新宮７４５

（株）羽生工務店 \15,870,000茨城県行方市内宿９０６

（株）新堀産業 \15,770,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）宮内土建 \15,830,000茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \15,700,000 落札茨城県行方市麻生６３－１

計　8　社
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平成25年7月16日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252013

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

麻生学校給食センター屋根防水改修工事

行方市島並1285 \15,270,000 事前公表 あり
○5

2013/07/17  落札決定

摘 要所在地又は住所

斉藤建設（株） \14,880,000茨城県行方市内宿８９５－１

常陽開発工業（株） \14,780,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

（株）宮内土建 \14,850,000茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \14,700,000 落札茨城県行方市麻生６３－１

（株）山勝建設 \14,800,000茨城県行方市山田１２６９‐１

計　5　社

3/3 ページ



平成25年7月30日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252014

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

24繰社交道改第38号-1　市道（玉）827号線外１改良舗装工事

行方市玉造地内 \77,260,000 事前公表 あり
○1

2013/07/31  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \75,360,000茨城県行方市四鹿１

高橋建設（株） \75,600,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \75,450,000茨城県行方市新宮７４５

（株）羽生工務店 \75,500,000茨城県行方市内宿９０６

塚本建設（株） \75,650,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \75,300,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）新堀産業 \75,400,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）斉藤建設工業 \75,000,000 落札茨城県行方市玉造甲５６４

計　8　社

工事ID 252015

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

   25防安道改第34号-1　市道（玉）827号線外１改良舗装工事（1工区）

行方市玉造地内 \51,990,000 事前公表 あり
○2

2013/07/31  落札決定

摘 要所在地又は住所

高橋建設（株） \50,750,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \51,000,000茨城県行方市新宮７４５

（株）羽生工務店 \50,850,000茨城県行方市内宿９０６

塚本建設（株） \50,400,000 落札茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \50,600,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）新堀産業 \50,750,000茨城県行方市石神９３４－１

無効（株）斉藤建設工業 茨城県行方市玉造甲５６４

計　7　社
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平成25年7月30日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252016

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

            25防安道改第34号-2　市道（玉）827号線外１改良舗装工事（2工区）

行方市玉造地内 \70,000,000 事前公表 あり
○3

2013/07/31  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \69,000,000茨城県行方市四鹿１

高橋建設（株） \68,200,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \68,800,000茨城県行方市新宮７４５

（株）羽生工務店 \68,330,000茨城県行方市内宿９０６

無効塚本建設（株） 茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \68,000,000 落札茨城県行方市玉造甲８５０

（株）新堀産業 \68,500,000茨城県行方市石神９３４－１

無効（株）斉藤建設工業 茨城県行方市玉造甲５６４

計　8　社

工事ID 252017

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

24繰社交道改第37号-1　市道（麻）2905号線改良舗装工事

行方市島並地内 \49,080,000 事前公表 あり
○4

2013/07/31  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \48,200,000茨城県行方市四鹿１

高橋建設（株） \48,350,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \48,000,000茨城県行方市新宮７４５

（株）羽生工務店 \48,150,000茨城県行方市内宿９０６

塚本建設（株） \48,600,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \48,400,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）新堀産業 \47,600,000 落札茨城県行方市石神９３４－１

計　7　社
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平成25年7月30日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252018

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25国交特環公下第2号　汚水管渠布設工事

行方市玉造甲地内 \33,540,000 事前公表 あり
○5

2013/07/31  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）栗原工務店 \32,650,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \32,530,000茨城県行方市繁昌３５３－１

斉藤建設（株） \32,450,000 落札茨城県行方市内宿８９５－１

（株）羽生工務店 \32,500,000茨城県行方市内宿９０６

常陽開発工業（株） \32,550,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

塚本建設（株） \32,600,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \32,580,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）新堀産業 \32,580,000茨城県行方市石神９３４－１

計　8　社

3/3 ページ



平成25年8月7日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252019

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25再交道改第3号-1　市道（玉）1311号線改良舗装工事

行方市谷島地内 \12,570,000 事前公表 あり
○1

2013/08/08  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）満洲工務店 \12,200,000茨城県行方市手賀４３３９－３５

（有）平野工業 \12,180,000茨城県行方市玉造甲６５２３－２

光栄土木（株） \12,150,000 落札茨城県行方市玉造甲５７２１－２

成忠テクノス（株） \12,230,000茨城県行方市玉造甲２４２０－１

内田工業 \12,300,000茨城県行方市両宿１０７

（株）山勝建設 \12,250,000茨城県行方市山田１２６９‐１

計　6　社

工事ID 252020

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25防補道改第10号-1　市道（玉）2153号線外2改良工事

行方市羽生地内 \68,600,000 事前公表 あり
○2

2013/08/08  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \67,300,000茨城県行方市四鹿１

高橋建設（株） \67,600,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \67,100,000茨城県行方市新宮７４５

（株）羽生工務店 \67,700,000茨城県行方市内宿９０６

塚本建設（株） \66,500,000 落札茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \66,800,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）新堀産業 \67,500,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）斉藤建設工業 \67,000,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　8　社

1/2 ページ



平成25年8月7日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252021

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

「繰越明許分」24農基第40号-1　大円寺川用排水路整備工事

行方市繁昌地内 \48,400,000 事前公表 あり
○3

2013/08/08  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）栗原工務店 \46,700,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \46,000,000 落札茨城県行方市繁昌３５３－１

斉藤建設（株） \46,500,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）羽生工務店 \46,300,000茨城県行方市内宿９０６

塚本建設（株） \47,300,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \47,200,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）新堀産業 \46,800,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）宮内土建 \47,700,000茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \47,000,000茨城県行方市麻生６３－１

（株）斉藤建設工業 \47,500,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　10　社

工事ID 252022

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

「繰越明許分」24農基第44号-1　大円寺川用排水路整備工事

行方市繁昌・中根地内 \47,900,000 事前公表 あり
○4

2013/08/08  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \46,600,000茨城県行方市四鹿１

（株）栗原工務店 \46,500,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \46,430,000茨城県行方市繁昌３５３－１

斉藤建設（株） \46,400,000 落札茨城県行方市内宿８９５－１

（株）羽生工務店 \46,460,000茨城県行方市内宿９０６

塚本建設（株） \46,480,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）新堀産業 \46,630,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）宮内土建 \46,600,000茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \46,620,000茨城県行方市麻生６３－１

（株）斉藤建設工業 \46,530,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　10　社

2/2 ページ



平成25年8月22日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252023

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25再交道改第6号-1　市道（玉）2017号線改良舗装工事

行方市羽生地内 \52,300,000 事前公表 あり
○1

2013/08/23  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \51,100,000茨城県行方市四鹿１

辞退高橋建設（株） 茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \51,300,000茨城県行方市新宮７４５

（株）羽生工務店 \51,100,000茨城県行方市内宿９０６

塚本建設（株） \50,800,000 落札茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \51,150,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）新堀産業 \51,200,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）斉藤建設工業 \51,000,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　8　社

工事ID 252024

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25特防道改第1号-1　市道（玉）58号線改良舗装工事

行方市若海地内 \19,600,000 事前公表 あり
○2

2013/08/23  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）栗原工務店 \19,200,000茨城県行方市荒宿２５６

辞退高橋建設（株） 茨城県行方市繁昌３５３－１

斉藤建設（株） \19,400,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）羽生工務店 \19,140,000茨城県行方市内宿９０６

常陽開発工業（株） \19,000,000 落札茨城県行方市玉造甲３６８－１

塚本建設（株） \19,170,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \19,150,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）宮内土建 \19,400,000茨城県行方市岡２５３

（株）斉藤建設工業 \19,100,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　9　社

1/1 ページ



平成25年9月11日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252025

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25再交道改第4号-1　市道（玉）1828号線外2改良舗装工事

行方市捻木地内 \15,700,000 事前公表 あり
○1

2013/09/12  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）満洲工務店 \15,350,000茨城県行方市手賀４３３９－３５

（有）平野工業 \15,200,000 落札茨城県行方市玉造甲６５２３－２

（有）板橋建設工業 \15,400,000茨城県行方市井貝６７１－１

光栄土木（株） \15,260,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

内田工業 \15,300,000茨城県行方市両宿１０７

（株）山勝建設 \15,300,000茨城県行方市山田１２６９‐１

計　6　社

工事ID 252026

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

三和小学校解体工事

行方市三和地内　 \73,130,000 事前公表 あり
○2

2013/09/12  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \72,500,000茨城県行方市四鹿１

松沢建設（株） \72,300,000茨城県行方市小高２１９－１

高橋建設（株） \71,600,000 落札茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \72,000,000茨城県行方市新宮７４５

（株）羽生工務店 \71,900,000茨城県行方市内宿９０６

（株）ミノワ \72,200,000茨城県行方市島並８５６－１

（株）根崎工務店 \72,600,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）久米工務店 \71,800,000茨城県行方市成田９５０

小島建業 \72,500,000茨城県行方市矢幡５２０

（株）斉藤建設工業 \72,400,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　10　社

1/2 ページ



平成25年9月11日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252027

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

小貫小学校解体工事

行方市小貫地内 \76,170,000 事前公表 あり
○3

2013/09/12  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \75,500,000茨城県行方市四鹿１

松沢建設（株） \75,000,000茨城県行方市小高２１９－１

高橋建設（株） \74,800,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \75,200,000茨城県行方市新宮７４５

（株）羽生工務店 \74,600,000 落札茨城県行方市内宿９０６

（株）ミノワ \75,400,000茨城県行方市島並８５６－１

（株）根崎工務店 \75,100,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）久米工務店 \74,900,000茨城県行方市成田９５０

（株）斉藤建設工業 \75,000,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　9　社

2/2 ページ



平成25年9月27日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252028

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25特防道改第2号-1　市道（玉）60号線外2改良舗装工事

行方市芹沢地内 \26,760,000 事前公表 あり
○1

2013/10/08  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）栗原工務店 \22,700,000茨城県行方市荒宿２５６

（株）羽生工務店 \26,200,000茨城県行方市内宿９０６

常陽開発工業（株） \26,100,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

塚本建設（株） \26,150,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \25,980,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）宮内土建 \26,000,000茨城県行方市岡２５３

（株）斉藤建設工業 \19,000,000 落札茨城県行方市玉造甲５６４

計　7　社

工事ID 252029

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25市単道改第22号-1　市道（麻）613号線改良舗装工事

行方市橋門地内 \17,700,000 事前公表 あり
○2

2013/09/27  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）ミノワ \16,980,000 落札茨城県行方市島並８５６－１

麻生ガス設備センター \17,050,000茨城県行方市粗毛３４－３

鬼澤建設（株） \17,130,000茨城県行方市新宮４７１－１

小島建業 \17,380,000茨城県行方市矢幡５２０

（有）板橋建設工業 \17,220,000茨城県行方市井貝６７１－１

計　5　社

1/2 ページ



平成25年9月27日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252030

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25県安道改第17号-1　市道（玉）3号線改良舗装工事

行方市手賀地内 \14,380,000 事前公表 あり
○3

2013/09/27  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）満洲工務店 \13,980,000 落札茨城県行方市手賀４３３９－３５

小島建業 \14,170,000茨城県行方市矢幡５２０

（有）平野工業 \14,150,000茨城県行方市玉造甲６５２３－２

光栄土木（株） \14,100,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

成忠テクノス（株） \14,080,000茨城県行方市玉造甲２４２０－１

内田工業 \14,100,000茨城県行方市両宿１０７

（株）山勝建設 \14,050,000茨城県行方市山田１２６９‐１

計　7　社

工事ID 252031

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25国交特環公下第3号　汚水管渠布設工事

行方市手賀地内 \25,460,000 事前公表 あり
○4

2013/09/27  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \25,100,000茨城県行方市四鹿１

（株）栗原工務店 \25,050,000茨城県行方市荒宿２５６

（株）羽生工務店 \24,900,000茨城県行方市内宿９０６

常陽開発工業（株） \25,000,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

塚本建設（株） \24,700,000 落札茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \24,950,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）斉藤建設工業 \25,000,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　7　社

2/2 ページ



平成25年10月18日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252032

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

麻生幼稚園既存園舎解体工事

行方市麻生地内 \15,770,000 事前公表 あり
○1

2013/10/18  落札決定

摘 要所在地又は住所

辞退（株）根本工務店 茨城県行方市四鹿１

松沢建設（株） \15,500,000茨城県行方市小高２１９－１

藤崎建設工業（株） \15,650,000茨城県行方市新宮７４５

（株）ミノワ \15,000,000 落札茨城県行方市島並８５６－１

（株）根崎工務店 \15,450,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）宮内土建 \15,630,000茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \15,600,000茨城県行方市麻生６３－１

計　7　社

1/1 ページ



平成25年11月12日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252033

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25狭あい道改第8号-1　市道（麻）1502号線外1改良舗装工事

行方市富田地内 \18,370,000 事前公表 あり
○1

2013/11/12  落札決定

摘 要所在地又は住所

実川工務店 \17,800,000 落札茨城県行方市富田２４８

鬼澤建設（株） \17,860,000茨城県行方市新宮４７１－１

（有）土子建材 \17,850,000茨城県行方市矢幡５７４

小島建業 \17,870,000茨城県行方市矢幡５２０

麻生ビル管理（株） \18,120,000茨城県行方市石神１４４９－１

（有）板橋建設工業 \17,850,000茨城県行方市井貝６７１－１

（有）トータルリビングニイボリ \17,820,000茨城県行方市宇崎４２

計　7　社

工事ID 252034

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25防安道改第31号‐1　市道（麻）2905号線改良舗装工事（1工区）

行方市島並地内 \17,300,000 事前公表 あり
○2

2013/11/12  落札決定

摘 要所在地又は住所

実川工務店 \16,880,000茨城県行方市富田２４８

鬼澤建設（株） \16,800,000 落札茨城県行方市新宮４７１－１

（有）土子建材 \16,900,000茨城県行方市矢幡５７４

小島建業 \16,950,000茨城県行方市矢幡５２０

麻生ビル管理（株） \16,900,000茨城県行方市石神１４４９－１

（有）板橋建設工業 \16,850,000茨城県行方市井貝６７１－１

（有）トータルリビングニイボリ \16,870,000茨城県行方市宇崎４２

計　7　社

1/1 ページ



平成25年11月15日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252035

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25防安道改第31号‐2　市道（麻）2905号線改良舗装工事（2工区）

行方市島並地内 \39,800,000 事前公表 あり
○1

2013/11/15  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \38,800,000茨城県行方市四鹿１

高橋建設（株） \39,000,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \38,600,000 落札茨城県行方市新宮７４５

（株）羽生工務店 \39,300,000茨城県行方市内宿９０６

塚本建設（株） \39,100,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \39,400,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）新堀産業 \38,900,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）斉藤建設工業 \39,000,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　8　社

工事ID 252036

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25市単道改第17号-2　市道（玉）3号線改良舗装工事

行方市手賀地内 \23,600,000 事前公表 あり
○2

2013/11/25  落札決定

摘 要所在地又は住所

無効（株）根本工務店 茨城県行方市四鹿１

（株）栗原工務店 \20,060,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \23,100,000茨城県行方市繁昌３５３－１

常陽開発工業（株） \22,980,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

塚本建設（株） \23,000,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \20,000,000 落札茨城県行方市玉造甲８５０

（株）宮内土建 \23,180,000茨城県行方市岡２５３

（株）斉藤建設工業 \22,950,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　8　社

1/1 ページ



平成25年12月10日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252037

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

25国交特環公下第4号　汚水管渠布設工事

行方市手賀地内 \12,300,000 事前公表 あり
○1

2013/12/10  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）満洲工務店 \11,960,000茨城県行方市手賀４３３９－３５

（有）平野工業 \11,900,000 落札茨城県行方市玉造甲６５２３－２

光栄土木（株） \11,920,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

無効成忠テクノス（株） 茨城県行方市玉造甲２４２０－１

無効（株）山勝建設 茨城県行方市山田１２６９‐１

計　5　社
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平成25年12月24日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252038

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

麻生幼稚園外構工事

行方市麻生地内 \48,830,000 事前公表 あり
○1

2013/12/24  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \47,900,000茨城県行方市四鹿１

松沢建設（株） \47,600,000 落札茨城県行方市小高２１９－１

藤崎建設工業（株） \48,080,000茨城県行方市新宮７４５

（株）新堀産業 \48,160,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）宮内土建 \48,300,000茨城県行方市岡２５３

計　5　社

工事ID 252039

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

24繰防安修繕第1号　市道（麻）2929号線舗装修繕工事

行方市船子地内 \22,460,000 事前公表 あり
○2

2013/12/24  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \22,300,000茨城県行方市四鹿１

松沢建設（株） \22,200,000茨城県行方市小高２１９－１

高橋建設（株） \22,100,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \22,250,000茨城県行方市新宮７４５

（株）新堀産業 \21,900,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）宮内土建 \21,750,000 落札茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \22,300,000茨城県行方市麻生６３－１

（株）斉藤建設工業 \22,320,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　8　社

1/4 ページ



平成25年12月24日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252040

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

24繰防安修繕第3号　市道（麻）1202号線舗装修繕工事

行方市麻生地内 \26,060,000 事前公表 あり
○3

2013/12/24  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \25,870,000茨城県行方市四鹿１

松沢建設（株） \25,920,000茨城県行方市小高２１９－１

高橋建設（株） \25,900,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \25,880,000茨城県行方市新宮７４５

（株）新堀産業 \25,850,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）宮内土建 \25,840,000茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \25,700,000 落札茨城県行方市麻生６３－１

計　7　社

工事ID 252041

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

24繰防安修繕第6号　市道（麻）717号線舗装修繕工事

行方市井貝地内 \14,980,000 事前公表 あり
○4

2013/12/24  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \14,700,000 落札茨城県行方市四鹿１

松沢建設（株） \14,750,000茨城県行方市小高２１９－１

高橋建設（株） \14,760,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \14,800,000茨城県行方市新宮７４５

（株）新堀産業 \14,800,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）宮内土建 \14,820,000茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \14,850,000茨城県行方市麻生６３－１

（株）斉藤建設工業 \14,860,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　8　社

2/4 ページ



平成25年12月24日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252042

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

24繰防安修繕第7号　市道（麻）717号線舗装修繕工事

行方市井貝地内 \9,900,000 事前公表 あり
○5

2013/12/24  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）根本工務店 \9,700,000 落札茨城県行方市四鹿１

松沢建設（株） \9,740,000茨城県行方市小高２１９－１

高橋建設（株） \9,750,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \9,750,000茨城県行方市新宮７４５

（株）新堀産業 \9,760,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）宮内土建 \9,790,000茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \9,800,000茨城県行方市麻生６３－１

（株）斉藤建設工業 \9,800,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　8　社

工事ID 252043

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

24繰防安修繕第11号　市道（北）103号線舗装修繕工事

行方市次木地内 \19,500,000 事前公表 あり
○6

2013/12/24  落札決定

摘 要所在地又は住所

高橋建設（株） \19,130,000茨城県行方市繁昌３５３－１

斉藤建設（株） \19,100,000茨城県行方市内宿８９５－１

藤崎建設工業（株） \19,180,000茨城県行方市新宮７４５

（株）羽生工務店 \19,000,000 落札茨城県行方市内宿９０６

塚本建設（株） \19,250,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \19,150,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）斉藤建設工業 \19,200,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　7　社
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平成25年12月24日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 252044

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

24繰防安修繕第23号　市道（玉）10号線舗装修繕工事

行方市芹沢地内 \10,270,000 事前公表 あり
○7

2013/12/24  落札決定

摘 要所在地又は住所

高橋建設（株） \10,170,000茨城県行方市繁昌３５３－１

斉藤建設（株） \10,130,000茨城県行方市内宿８９５－１

常陽開発工業（株） \10,050,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

塚本建設（株） \10,120,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \10,150,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）斉藤建設工業 \10,000,000 落札茨城県行方市玉造甲５６４

計　6　社

工事ID 252045

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

玉造運動場テニスコート改修工事

行方市玉造甲地内 \47,740,000 事前公表 あり
○8

2013/12/24  落札決定

摘 要所在地又は住所

高橋建設（株） \46,900,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）羽生工務店 \46,500,000茨城県行方市内宿９０６

常陽開発工業（株） \46,880,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

塚本建設（株） \46,480,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \46,300,000 落札茨城県行方市玉造甲８５０

（株）斉藤建設工業 \46,500,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　6　社

4/4 ページ
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