
平成28年5月17日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282002

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

27繰市単エリア放送第1号　防災対応型エリア放送　無線局置局工事

行方市麻生地内ほか \48,130,000 事前公表 あり
○1

2016/05/25  落札決定

摘 要所在地又は住所

北陸電話工事（株） \41,000,000 落札石川県金沢市米泉町１０－１－１５３

計　1　社
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平成28年6月28日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282003

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蒸気ボイラー更新工事

行方市島並1258番地 \14,067,000 事前公表 あり
○1

2016/06/28  落札決定

摘 要所在地又は住所

麻生ガス設備センター \13,750,000 落札茨城県行方市粗毛３４－３

成忠テクノス（株） \13,930,000茨城県行方市玉造甲２４２０－１

（有）トータルリビングニイボリ \13,800,000茨城県行方市宇崎４２

（株）イノバ工業 \13,850,000茨城県行方市羽生７１７

（株）山勝建設 \13,950,000茨城県行方市山田１２６９－１

計　5　社
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平成28年7月12日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282004

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28市単道改第21号-1　市道（玉）286号線改良舗装工事

行方市井上地内 \17,180,000 事前公表 あり
○1

2016/07/12  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）満洲工務店 \16,800,000 落札茨城県行方市手賀４３３９－３５

（有）小林建設工業 \16,900,000茨城県行方市麻生３２８３－５

光栄土木（株） \16,900,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

内田工業 \16,950,000茨城県行方市両宿１０７

（株）イノバ工業 \17,000,000茨城県行方市羽生７１７

貝塚建設工業 \16,970,000茨城県行方市八木蒔２５７－１

計　6　社

工事ID 282005

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

北浦中学校グラウンド改修工事

行方市内宿地内 \75,800,000 事前公表 あり
○2

2016/07/12  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）光建 \74,900,000茨城県行方市四鹿１

高橋建設（株） \74,400,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \74,800,000茨城県行方市新宮７４５

（株）羽生工務店 \74,000,000 落札茨城県行方市内宿１０３３－１

辞退（株）ミドリヤ 茨城県鉾田市大蔵２３３－５

塚本建設（株） \75,000,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \74,600,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）新堀産業 \74,500,000茨城県行方市石神９３４－１

計　8　社
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平成28年7月12日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282006

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

特防玉造幼稚園グラウンド改修工事

行方市玉造地内 \10,590,000 事前公表 あり
○3

2016/07/12  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）光建 \10,420,000茨城県行方市四鹿１

（株）栗原工務店 \10,430,000茨城県行方市荒宿２５６

（株）羽生工務店 \10,350,000茨城県行方市内宿１０３３－１

常陽開発工業（株） \10,370,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

塚本建設（株） \10,400,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \10,320,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）宮内土建 \10,380,000茨城県行方市岡２５３

（株）斉藤建設工業 \10,300,000 落札茨城県行方市玉造甲５６４

（株）山勝建設 \10,360,000茨城県行方市山田１２６９－１

計　9　社

工事ID 282007

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28国交特環公下第2号　汚水管渠布設工事

行方市手賀地内 \21,040,000 事前公表 あり
○4

2016/07/12  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）光建 \20,900,000茨城県行方市四鹿１

（株）栗原工務店 \20,650,000茨城県行方市荒宿２５６

（株）羽生工務店 \20,800,000茨城県行方市内宿１０３３－１

常陽開発工業（株） \20,400,000 落札茨城県行方市玉造甲３６８－１

（株）ミノワ \20,860,000茨城県行方市島並８５６－１

塚本建設（株） \20,700,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \20,650,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）宮内土建 \20,800,000茨城県行方市岡２５３

（株）斉藤建設工業 \20,600,000茨城県行方市玉造甲５６４

（株）山勝建設 \20,750,000茨城県行方市山田１２６９－１

計　10　社

2/2 ページ



平成28年7月26日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282008

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

27繰狭あい道改第14号-2　市道（麻）1148号線外改良舗装工事

行方市南地内 \18,270,000 事前公表 あり
○1

2016/07/26  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）土子建材 \18,140,000茨城県行方市矢幡５７４

濱田工務店 \18,050,000茨城県行方市富田４６－９

（有）小林建設工業 \17,950,000 落札茨城県行方市麻生３２８３－５

（有）板橋建設工業 \18,150,000茨城県行方市井貝６７１－１

（有）トータルリビングニイボリ \18,130,000茨城県行方市宇崎４２

前川工業（株） \18,100,000茨城県行方市井貝８１１－３９６

計　6　社
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平成28年8月30日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282011

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

平成28年度あそう温泉白帆の湯空調設備改修工事

行方市麻生地内 \25,000,000 事前公表 あり
○1

2016/08/30  落札決定

摘 要所在地又は住所

麻生ガス設備センター \23,600,000 落札茨城県行方市粗毛３４－３

（株）宮内土建 \24,000,000茨城県行方市岡２５３

成忠テクノス（株） \24,300,000茨城県行方市玉造甲２４２０－１

（株）イノバ工業 \24,170,000茨城県行方市羽生７１７

計　4　社

工事ID 282012

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28生基補第1号（北）0105号線重要給水施設配水管布設工事

行方市次木地内 \55,800,000 事前公表 あり
○2

2016/08/30  落札決定

摘 要所在地又は住所

高橋建設（株） \54,100,000茨城県行方市繁昌３５３－１

斉藤建設（株） \54,000,000 落札茨城県行方市内宿８９５－１

（株）羽生工務店 \54,150,000茨城県行方市内宿１０３３－１

（株）根崎工務店 \54,220,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）宮内土建 \54,200,000茨城県行方市岡２５３

成忠テクノス（株） \54,400,000茨城県行方市玉造甲２４２０－１

（株）イノバ工業 \54,150,000茨城県行方市羽生７１７

計　7　社

1/3 ページ



平成28年8月30日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282013

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28生基補第2号県道水戸神栖線外1緊急時用連絡管布設工事

行方市井貝地内 \33,070,000 事前公表 あり
○3

2016/08/30  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）光建 \32,150,000茨城県行方市四鹿１

高橋建設（株） \32,200,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）根崎工務店 \32,250,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）新堀産業 \32,100,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）宮内土建 \32,150,000茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \32,170,000茨城県行方市麻生６３－１

鬼澤建設（株） \32,000,000 落札茨城県行方市新宮４７１－１

小島建業 \32,200,000茨城県行方市矢幡５２０

（株）イノバ工業 \32,300,000茨城県行方市羽生７１７

計　9　社

工事ID 282014

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28防補道改第16号-1　市道（玉）2153号線外2改良舗装工事

行方市羽生地内 \36,840,000 事前公表 あり
○4

2016/08/30  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）栗原工務店 \36,450,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \36,300,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）羽生工務店 \36,250,000茨城県行方市内宿１０３３－１

常陽開発工業（株） \36,200,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

（株）ミノワ \36,350,000茨城県行方市島並８５６－１

塚本建設（株） \36,000,000 落札茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \36,100,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）宮内土建 \36,350,000茨城県行方市岡２５３

（株）斉藤建設工業 \36,300,000茨城県行方市玉造甲５６４

（有）平野工業 \36,200,000茨城県行方市玉造甲６５２３－２

（株）山勝建設 \36,400,000茨城県行方市山田１２６９－１

計　11　社

2/3 ページ



平成28年8月30日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282015

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28市単道改第42号-1　市道（玉）3号線改良舗装工事

行方市手賀地内 \26,190,000 事前公表 あり
○5

2016/08/30  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）光建 \25,900,000茨城県行方市四鹿１

（株）栗原工務店 \25,690,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \25,880,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）羽生工務店 \25,800,000茨城県行方市内宿１０３３－１

常陽開発工業（株） \25,700,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

（株）ミノワ \25,910,000茨城県行方市島並８５６－１

塚本建設（株） \25,700,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \25,600,000 落札茨城県行方市玉造甲８５０

（株）宮内土建 \25,900,000茨城県行方市岡２５３

（株）斉藤建設工業 \25,640,000茨城県行方市玉造甲５６４

（有）平野工業 \25,750,000茨城県行方市玉造甲６５２３－２

（株）山勝建設 \25,940,000茨城県行方市山田１２６９－１

計　12　社

工事ID 282016

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28狭あい道改第8号-1　市道（麻）1148号線外改良舗装工事

行方市南地内 \11,370,000 事前公表 あり
○6

2016/08/30  落札決定

摘 要所在地又は住所

麻生ガス設備センター \11,150,000茨城県行方市粗毛３４－３

（有）土子建材 \11,000,000 落札茨城県行方市矢幡５７４

濱田工務店 \11,200,000茨城県行方市富田４６－９

麻生ビル管理（株） \11,200,000茨城県行方市石神１４４９－１

（有）小林建設工業 \11,250,000茨城県行方市麻生３２８３－５

（有）板橋建設工業 \11,100,000茨城県行方市井貝６７１－１

（有）トータルリビングニイボリ \11,080,000茨城県行方市宇崎４２

前川工業（株） \11,160,000茨城県行方市井貝８１１－３９６

計　8　社
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平成28年8月8日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282009

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

北浦公民館空調設備改修工事

行方市山田地内 \19,100,000 事前公表 あり
○1

2016/08/09  落札決定

摘 要所在地又は住所

麻生ガス設備センター \18,600,000茨城県行方市粗毛３４－３

酒井建設（株） \16,800,000 落札茨城県鉾田市玉田１５

成忠テクノス（株） \18,700,000茨城県行方市玉造甲２４２０－１

（株）イノバ工業 \17,900,000茨城県行方市羽生７１７

計　4　社

工事ID 282010

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28再交道改第3号-1　市道（玉）1831号線外2改良舗装工事

行方市捻木地内 \38,320,000 事前公表 あり
○2

2016/08/09  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）栗原工務店 \37,500,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \37,980,000茨城県行方市繁昌３５３－１

斉藤建設（株） \37,650,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）羽生工務店 \38,000,000茨城県行方市内宿１０３３－１

常陽開発工業（株） \37,600,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

（株）ミノワ \37,800,000茨城県行方市島並８５６－１

塚本建設（株） \37,500,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \37,400,000茨城県行方市玉造甲８５０

小島建業 \37,900,000茨城県行方市矢幡５２０

（株）斉藤建設工業 \37,200,000 落札茨城県行方市玉造甲５６４

（有）平野工業 \37,850,000茨城県行方市玉造甲６５２３－２

（株）山勝建設 \37,660,000茨城県行方市山田１２６９－１

計　12　社
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平成28年9月13日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282017

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

平成28年度榎本地区榎本処理区中継ポンプ施設改修工事

行方市榎本処理区内 \42,030,000 事前公表 あり
○1

2016/09/13  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）第一テクノ 茨城営業所 \41,100,000茨城県つくば市吾妻１－１５－１　筑波
司法会館２０１号

（株）ヤマト 茨城営業所 \41,600,000茨城県水戸市中央１‐８‐１１

常陽水道工業（株） \41,300,000茨城県土浦市文京町１８－２８

協進工業（株） \38,670,000 落札茨城県小美玉市栗又四ケ１７６８－
１５

辞退アルプス建設（株） 茨城県水戸市平須町１８２８－１０２５

計　5　社

工事ID 282018

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28更新第1号（玉）6-0001号線外1老朽管更新工事

行方市手賀（竹の塙・新
田）地内

\29,570,000 事前公表 あり
○2

2016/09/13  落札決定

摘 要所在地又は住所

高橋建設（株） \29,000,000茨城県行方市繁昌３５３－１

塚本建設（株） \29,050,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \29,100,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）宮内土建 \29,300,000茨城県行方市岡２５３

（株）斉藤建設工業 \29,300,000茨城県行方市玉造甲５６４

（有）平野工業 \29,200,000茨城県行方市玉造甲６５２３－２

成忠テクノス（株） \29,350,000茨城県行方市玉造甲２４２０－１

（株）イノバ工業 \28,800,000 落札茨城県行方市羽生７１７

計　8　社

1/4 ページ



平成28年9月13日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282019

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28更新第2号（玉）8-0736号線外1老朽管更新工事

行方市手賀(小座山)地
内

\16,080,000 事前公表 あり
○3

2016/09/13  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）光建 \15,800,000茨城県行方市四鹿１

高橋建設（株） \15,780,000茨城県行方市繁昌３５３－１

塚本建設（株） \15,670,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \15,600,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）宮内土建 \15,850,000茨城県行方市岡２５３

（株）斉藤建設工業 \15,600,000茨城県行方市玉造甲５６４

（有）平野工業 \15,650,000茨城県行方市玉造甲６５２３－２

成忠テクノス（株） \15,500,000 落札茨城県行方市玉造甲２４２０－１

（株）イノバ工業 \15,900,000茨城県行方市羽生７１７

計　9　社

工事ID 282020

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28防補道改第15号-1　市道（玉）2012号線外1改良舗装工事

行方市羽生地内 \61,500,000 事前公表 あり
○4

2016/09/13  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）栗原工務店 \60,500,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \60,400,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）羽生工務店 \60,100,000茨城県行方市内宿１０３３－１

常陽開発工業（株） \60,000,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

塚本建設（株） \59,800,000 落札茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \60,150,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）宮内土建 \60,500,000茨城県行方市岡２５３

（株）斉藤建設工業 \60,600,000茨城県行方市玉造甲５６４

（有）平野工業 \60,800,000茨城県行方市玉造甲６５２３－２

（株）山勝建設 \60,300,000茨城県行方市山田１２６９－１

計　10　社
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平成28年9月13日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282021

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28防安道改第35号-1　市道（麻）2-11号線改良舗装工事（第1工区）

行方市蔵川地内 \24,060,000 事前公表 あり
○5

2016/09/13  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）光建 \23,850,000茨城県行方市四鹿１

（株）栗原工務店 \23,750,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \23,800,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \23,550,000茨城県行方市新宮７４５

（株）ミノワ \23,700,000茨城県行方市島並８５６－１

（株）新堀産業 \23,500,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）宮内土建 \23,450,000 落札茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \23,650,000茨城県行方市麻生６３－１

鬼澤建設（株） \23,600,000茨城県行方市新宮４７１－１

辞退（株）松田建設 茨城県行方市行方１６４３－５

小島建業 \24,000,000茨城県行方市矢幡５２０

計　11　社
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平成28年9月13日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282022

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28防安道改第35号-2　市道（麻）2-11号線改良舗装工事（第2工区）

行方市蔵川地内 \27,420,000 事前公表 あり
○6

2016/09/13  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）光建 \27,200,000茨城県行方市四鹿１

（株）栗原工務店 \27,200,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \27,050,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \27,000,000茨城県行方市新宮７４５

（株）ミノワ \27,080,000茨城県行方市島並８５６－１

（株）新堀産業 \26,950,000茨城県行方市石神９３４－１

無効（株）宮内土建 茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \26,870,000茨城県行方市麻生６３－１

鬼澤建設（株） \27,250,000茨城県行方市新宮４７１－１

（株）松田建設 \25,950,000 落札茨城県行方市行方１６４３－５

小島建業 \27,100,000茨城県行方市矢幡５２０

計　11　社

工事ID 282023

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

27繰市単道改第39号-1　市道（麻）2969号線外改良工事

行方市南地内 \13,200,000 事前公表 あり
○7

2016/09/13  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）土子建材 \13,100,000茨城県行方市矢幡５７４

濱田工務店 \12,950,000茨城県行方市富田４６－９

麻生ビル管理（株） \13,080,000茨城県行方市石神１４４９－１

（有）小林建設工業 \13,000,000茨城県行方市麻生３２８３－５

（有）板橋建設工業 \12,930,000茨城県行方市井貝６７１－１

（有）トータルリビングニイボリ \12,900,000茨城県行方市宇崎４２

前川工業（株） \12,800,000 落札茨城県行方市井貝８１１－３９６

計　7　社
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平成28年9月27日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282024

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

平成28年度　飲料水兼用耐震性貯水槽整備工事

行方市蔵川地内 \63,140,000 事前公表 あり
○1

2016/09/27  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）第一テクノ 茨城営業所 \62,000,000 落札茨城県つくば市吾妻１－１５－１　筑波
司法会館２０１号

（株）ヤマト 茨城営業所 \62,600,000茨城県水戸市中央１‐８‐１１

計　2　社

工事ID 282025

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28受託第1号（麻）2-11号線配水管布設替工事（第1工区）

行方市蔵川地内 \14,940,000 事前公表 あり
○2

2016/09/27  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）光建 \14,500,000 落札茨城県行方市四鹿１

高橋建設（株） \14,700,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）新堀産業 \14,650,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）宮内土建 \14,660,000茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \14,700,000茨城県行方市麻生６３－１

鬼澤建設（株） \14,730,000茨城県行方市新宮４７１－１

無効小島建業 茨城県行方市矢幡５２０

成忠テクノス（株） \14,800,000茨城県行方市玉造甲２４２０－１

計　8　社
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平成28年9月27日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282026

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28受託第1号（麻）2-11号線配水管布設替工事（第2工区）

行方市蔵川地内 \10,060,000 事前公表 あり
○3

2016/09/27  落札決定

摘 要所在地又は住所

無効（株）光建 茨城県行方市四鹿１

高橋建設（株） \9,780,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）新堀産業 \9,780,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）宮内土建 \9,770,000茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \9,790,000茨城県行方市麻生６３－１

鬼澤建設（株） \9,830,000茨城県行方市新宮４７１－１

小島建業 \9,750,000 落札茨城県行方市矢幡５２０

成忠テクノス（株） \9,810,000茨城県行方市玉造甲２４２０－１

計　8　社
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平成28年10月11日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282028

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28市単道改第43号-1　市道（玉）53号線改良舗装工事

行方市西蓮寺地内 \18,760,000 事前公表 あり
○1

2016/10/11  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）光建 \18,500,000茨城県行方市四鹿１

（株）栗原工務店 \18,150,000 落札茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \18,400,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）羽生工務店 \18,300,000茨城県行方市内宿１０３３－１

常陽開発工業（株） \18,280,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

（株）ミノワ \18,250,000茨城県行方市島並８５６－１

塚本建設（株） \18,400,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \18,200,000茨城県行方市玉造甲８５０

（株）斉藤建設工業 \18,350,000茨城県行方市玉造甲５６４

（有）平野工業 \18,200,000茨城県行方市玉造甲６５２３－２

（株）山勝建設 \18,500,000茨城県行方市山田１２６９－１

計　11　社

工事ID 282029

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28市単道改第28号-1　市道（北）110号線流末排水整備工事

行方市中根地内 \22,960,000 事前公表 あり
○2

2016/10/11  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）栗原工務店 \22,800,000茨城県行方市荒宿２５６

高橋建設（株） \22,600,000茨城県行方市繁昌３５３－１

斉藤建設（株） \22,650,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）羽生工務店 \22,700,000茨城県行方市内宿１０３３－１

常陽開発工業（株） \22,650,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

（株）ミノワ \22,750,000茨城県行方市島並８５６－１

（有）平野工業 \22,700,000茨城県行方市玉造甲６５２３－２

（株）山勝建設 \22,500,000 落札茨城県行方市山田１２６９－１

計　8　社
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平成28年10月11日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282030

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28農基第4号-1　小舟津農業用用排水路整備工事（4工区）

行方市内宿地内 \13,030,000 事前公表 あり
○3

2016/10/11  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）満洲工務店 \12,630,000茨城県行方市手賀４３３９－３５

（有）小林建設工業 \12,700,000茨城県行方市麻生３２８３－５

（有）板橋建設工業 \12,800,000茨城県行方市井貝６７１－１

光栄土木（株） \12,600,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

内田工業（株） \12,500,000 落札茨城県行方市両宿１０７

貝塚建設（株） \12,600,000茨城県行方市八木蒔１９１－１

計　6　社

工事ID 282031

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

平成28年度榎本地区榎本処理区マンホール蓋改修工事

行方市榎本処理区内 \15,540,000 事前公表 あり
○4

2016/10/11  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）満洲工務店 \15,100,000茨城県行方市手賀４３３９－３５

光栄土木（株） \15,130,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

成忠テクノス（株） \15,150,000茨城県行方市玉造甲２４２０－１

貝塚建設（株） \15,070,000 落札茨城県行方市八木蒔１９１－１

計　4　社

工事ID 282027

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28更新第3号水道施設集中監視設備工事

行方市泉配水場外10箇
所

\115,350,000 事前公表 あり
○5

2016/10/20  落札決定

摘 要所在地又は住所

福井電機（株） 茨城営業所 \53,000,000 落札茨城県水戸市白梅２－２－２７

（株）ヤマト 茨城営業所 \108,000,000茨城県水戸市中央１‐８‐１１

向陽電気工業（株） \86,000,000東京都港区芝公園２－９－５

クシダ工業（株） \66,400,000群馬県高崎市貝沢町甲９６５

計　4　社
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平成28年10月25日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282032

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28市単道改第26号-1　市道（麻）1-15号線道路改良工事

行方市天掛地内 \18,300,000 事前公表 あり
○1

2016/10/25  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）水郷園建設 \18,000,000茨城県行方市四鹿２０７－１

（有）土子建材 \18,000,000茨城県行方市矢幡５７４

濱田工務店 \18,250,000茨城県行方市富田４６－９

麻生ビル管理（株） \18,100,000茨城県行方市石神１４４９－１

（有）小林建設工業 \18,150,000茨城県行方市麻生３２８３－５

（有）板橋建設工業 \17,950,000 落札茨城県行方市井貝６７１－１

（有）トータルリビングニイボリ \18,150,000茨城県行方市宇崎４２

前川工業（株） \18,100,000茨城県行方市井貝８１１－３９６

計　8　社

工事ID 282033

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28市単道改第18号-1　市道（麻）1-13号線改良舗装工事

行方市白浜地内 \14,120,000 事前公表 あり
○2

2016/10/25  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）水郷園建設 \13,840,000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

濱田工務店 \13,880,000茨城県行方市富田４６－９

麻生ビル管理（株） \13,760,000茨城県行方市石神１４４９－１

（有）小林建設工業 \13,980,000茨城県行方市麻生３２８３－５

（有）板橋建設工業 \13,930,000茨城県行方市井貝６７１－１

（有）トータルリビングニイボリ \13,700,000 落札茨城県行方市宇崎４２

前川工業（株） \13,800,000茨城県行方市井貝８１１－３９６

計　8　社
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平成28年10月25日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282034

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28市単道改第19号-1　市道（麻）271号線外4改良舗装工事

行方市行方地内 \13,120,000 事前公表 あり
○3

2016/10/25  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）水郷園建設 \12,900,000茨城県行方市四鹿２０７－１

（有）土子建材 \12,920,000茨城県行方市矢幡５７４

濱田工務店 \12,750,000 落札茨城県行方市富田４６－９

麻生ビル管理（株） \13,000,000茨城県行方市石神１４４９－１

（有）小林建設工業 \12,850,000茨城県行方市麻生３２８３－５

（有）板橋建設工業 \12,950,000茨城県行方市井貝６７１－１

（有）トータルリビングニイボリ \12,900,000茨城県行方市宇崎４２

前川工業（株） \12,880,000茨城県行方市井貝８１１－３９６

計　8　社

2/2 ページ



平成28年11月22日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282036

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28維持玉第23号　芹沢地内排水整備工事

行方市芹沢地内 \13,870,000 事前公表 あり
○1

2016/11/22  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）満洲工務店 \13,550,000茨城県行方市手賀４３３９－３５

光栄土木（株） \13,490,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

（株）イノバ工業 \13,580,000茨城県行方市羽生７１７

貝塚建設（株） \13,450,000 落札茨城県行方市八木蒔１９１－１

計　4　社

工事ID 282037

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28河川改玉第1号　梶無川支流整備工事

行方市玉造甲（柄貝）地
内

\15,550,000 事前公表 あり
○2

2016/11/22  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）満洲工務店 \15,180,000茨城県行方市手賀４３３９－３５

光栄土木（株） \15,100,000 落札茨城県行方市玉造甲５７２１－２

（株）イノバ工業 \15,200,000茨城県行方市羽生７１７

貝塚建設（株） \15,150,000茨城県行方市八木蒔１９１－１

計　4　社

工事ID 282038

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28社交道改第41号-1　市道（麻）1-17号線道路改良舗装工事

行方市石神地内 \15,130,000 事前公表 あり
○3

2016/11/22  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）土子建材 \14,860,000茨城県行方市矢幡５７４

濱田工務店 \14,920,000茨城県行方市富田４６－９

麻生ビル管理（株） \14,680,000 落札茨城県行方市石神１４４９－１

（有）板橋建設工業 \14,900,000茨城県行方市井貝６７１－１

（有）トータルリビングニイボリ \14,850,000茨城県行方市宇崎４２

前川工業（株） \14,800,000茨城県行方市井貝８１１－３９６

計　6　社

1/2 ページ



平成28年11月22日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282039

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28農基第5号-1　小高宿農業用用排水路整備工事（第3工区）

行方市井貝地内 \12,850,000 事前公表 あり
○4

2016/11/22  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）土子建材 \12,650,000茨城県行方市矢幡５７４

濱田工務店 \12,580,000茨城県行方市富田４６－９

麻生ビル管理（株） \12,550,000茨城県行方市石神１４４９－１

（有）板橋建設工業 \12,490,000茨城県行方市井貝６７１－１

（有）トータルリビングニイボリ \12,630,000茨城県行方市宇崎４２

前川工業（株） \12,450,000 落札茨城県行方市井貝８１１－３９６

計　6　社

工事ID 282040

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28農基第6号-1　市道（麻）998号線道路改良舗装工事

行方市四鹿地内 \14,630,000 事前公表 あり
○5

2016/11/22  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）水郷園建設 \14,500,000 落札茨城県行方市四鹿２０７－１

（有）土子建材 \14,550,000茨城県行方市矢幡５７４

濱田工務店 \14,600,000茨城県行方市富田４６－９

麻生ビル管理（株） \14,570,000茨城県行方市石神１４４９－１

（有）板橋建設工業 \14,570,000茨城県行方市井貝６７１－１

（有）トータルリビングニイボリ \14,530,000茨城県行方市宇崎４２

前川工業（株） \14,520,000茨城県行方市井貝８１１－３９６

計　7　社

2/2 ページ



平成28年11月8日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282035

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28橋梁第1号　新堤橋外3橋橋梁修繕工事

行方市内 \15,000,000 事前公表 あり
○1

2016/11/08  落札決定

摘 要所在地又は住所

辞退（株）萩原塗装店 茨城県潮来市須賀２８８２－１

辞退（株）根崎工務店 茨城県行方市玉造甲８５０

鬼澤建設（株） \15,000,000 落札茨城県行方市新宮４７１－１

計　3　社

1/1 ページ



平成28年12月6日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282041

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28単独特環公下第1号　汚水管渠布設工事

行方市浜地内 \11,820,000 事前公表 あり
○1

2016/12/06  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）満洲工務店 \11,580,000茨城県行方市手賀４３３９－３５

光栄土木（株） \11,650,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

（株）イノバ工業 \11,500,000 落札茨城県行方市羽生７１７

貝塚建設（株） \11,700,000茨城県行方市八木蒔１９１－１

計　4　社

工事ID 282042

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

下渕消防機庫・詰所新築工事

行方市麻生1138-3地内 \11,510,000 事前公表 あり
○2

2016/12/06  落札決定

摘 要所在地又は住所

常陽開発工業（株） \11,000,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

（株）宮内土建 \10,380,000 落札茨城県行方市岡２５３

計　2　社

1/3 ページ



平成28年12月6日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282043

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28市単道改第41号-3　市道（麻）1-17号線流末排水整備工事（第2工区）

行方市石神地内 \32,960,000 事前公表 あり
○3

2016/12/06  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）光建 \32,450,000茨城県行方市四鹿１

高橋建設（株） \32,300,000茨城県行方市繁昌３５３－１

藤崎建設工業（株） \32,150,000茨城県行方市新宮７４５

常陽開発工業（株） \32,600,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

（株）ミノワ \32,230,000茨城県行方市島並８５６－１

（株）新堀産業 \32,000,000 落札茨城県行方市石神９３４－１

（株）宮内土建 \32,200,000茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \32,250,000茨城県行方市麻生６３－１

鬼澤建設（株） \32,300,000茨城県行方市新宮４７１－１

小島建業 \32,500,000茨城県行方市矢幡５２０

計　10　社

工事ID 282044

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28維持北第38号　南高岡地内法面補修工事

行方市南高岡地内 \10,270,000 事前公表 あり
○4

2016/12/06  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）満洲工務店 \10,050,000茨城県行方市手賀４３３９－３５

（有）小林建設工業 \10,150,000茨城県行方市麻生３２８３－５

（有）板橋建設工業 \10,100,000茨城県行方市井貝６７１－１

光栄土木（株） \10,030,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

内田工業（株） \10,000,000 落札茨城県行方市両宿１０７

前川工業（株） \10,100,000茨城県行方市井貝８１１－３９６

計　6　社

2/3 ページ



平成28年12月6日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282045

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28国補農基第1号-1　堂天池改修工事

行方市籠田地内 \25,740,000 事前公表 あり
○5

2016/12/06  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）光建 \25,300,000茨城県行方市四鹿１

高橋建設（株） \25,250,000茨城県行方市繁昌３５３－１

（株）ミノワ \25,360,000茨城県行方市島並８５６－１

（株）新堀産業 \25,300,000茨城県行方市石神９３４－１

（株）宮内土建 \25,330,000茨城県行方市岡２５３

鬼澤建設（株） \25,200,000 落札茨城県行方市新宮４７１－１

計　6　社

3/3 ページ



平成29年1月31日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282048

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

玉造庁舎受水槽更新工事

行方市玉造甲地内 \11,410,000 事前公表 あり
○1

2017/02/08  落札決定

摘 要所在地又は住所

塚本建設（株） \10,800,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）麻生ガス設備 \10,700,000茨城県行方市粗毛３４－３

（株）宮内土建 \10,650,000茨城県行方市岡２５３

酒井建設（株） \9,880,000茨城県鉾田市玉田１５

（株）マルシン \8,800,000 落札茨城県鉾田市勝下１５０５－６

成忠テクノス（株） \10,500,000茨城県行方市玉造甲２４２０－１

（株）イノバ工業 \10,750,000茨城県行方市羽生７１７

計　7　社

1/1 ページ



平成29年1月6日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282046

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28特防エリア放送第1号　防災対応型エリア放送　無線局置局工事

行方市玉造地内ほか \12,190,000 事前公表 あり
○1

2017/01/18  落札決定

摘 要所在地又は住所

電気興業（株） \10,230,000東京都千代田区丸の内３－３－１

北陸電話工事（株） \12,130,000 落札石川県金沢市米泉町１０－１－１５３

計　2　社

工事ID 282047

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28市単エリア放送第1号　防災対応型エリア放送　無線局置局工事

行方市麻生地内ほか \14,350,000 事前公表 あり
○2

2017/01/18  落札決定

摘 要所在地又は住所

電気興業（株） \11,990,000東京都千代田区丸の内３－３－１

北陸電話工事（株） \14,250,000 落札石川県金沢市米泉町１０－１－１５３

計　2　社

1/1 ページ



平成29年2月24日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282049

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28防安道改第38号-1　市道（北）105号線改良舗装工事

行方市山田地内 \12,140,000 事前公表 あり
○1

2017/02/24  落札決定

摘 要所在地又は住所

（有）満洲工務店 \11,900,000茨城県行方市手賀４３３９－３５

光栄土木（株） \11,850,000茨城県行方市玉造甲５７２１－２

内田工業（株） \11,750,000 落札茨城県行方市両宿１０７

無効貝塚建設（株） 茨城県行方市八木蒔１９１－１

計　4　社

1/1 ページ



平成29年3月7日 執　行　一般競争入札結果一覧　

工事ID 282050

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28市単道改第37号-3　市道（麻）2905号線舗装工事

行方市南地内 \11,830,000 事前公表 あり
○1

2017/03/07  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）光建 \11,630,000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

斉藤建設（株） \11,650,000茨城県行方市内宿８９５－１

藤崎建設工業（株） \11,600,000茨城県行方市新宮７４５

辞退常陽開発工業（株） 茨城県行方市玉造甲３６８－１

辞退（株）新堀産業 茨城県行方市石神９３４－１

（株）宮内土建 \11,660,000茨城県行方市岡２５３

麻生建設（株） \11,500,000 落札茨城県行方市麻生６３－１

辞退（株）斉藤建設工業 茨城県行方市玉造甲５６４

無効（有）平野工業 茨城県行方市玉造甲６５２３－２

計　10　社

工事ID 282051

工事場所

商号又は名称 入札金額 落札

予定価格

28市単道改第53号-1　市道（玉）827号線舗装工事

行方市玉造甲地内 \13,240,000 事前公表 あり
○2

2017/03/07  落札決定

摘 要所在地又は住所

（株）光建 \12,940,000茨城県行方市四鹿１

高橋建設（株） \12,900,000茨城県行方市繁昌３５３－１

斉藤建設（株） \12,910,000茨城県行方市内宿８９５－１

（株）羽生工務店 \12,900,000茨城県行方市内宿１０３３－１

常陽開発工業（株） \12,890,000茨城県行方市玉造甲３６８－１

塚本建設（株） \12,850,000茨城県行方市沖洲１７８

（株）根崎工務店 \12,800,000 落札茨城県行方市玉造甲８５０

（株）宮内土建 \12,970,000茨城県行方市岡２５３

辞退麻生建設（株） 茨城県行方市麻生６３－１

（株）斉藤建設工業 \12,840,000茨城県行方市玉造甲５６４

計　10　社

1/1 ページ


	平成28年5月17日執行　一般競争入札結果一覧
	平成28年6月28日執行　一般競争入札結果一覧
	平成28年7月12日執行　一般競争入札結果一覧
	平成28年7月26日執行　一般競争入札結果一覧
	平成28年8月30日執行　一般競争入札結果一覧
	平成28年8月8日執行　一般競争入札結果一覧
	平成28年9月13日執行　一般競争入札結果一覧1
	平成28年9月27日執行　一般競争入札結果一覧1
	平成28年10月11日執行　一般競争入札結果一覧1
	平成28年10月25日執行　一般競争入札結果一覧
	平成28年11月22日執行　一般競争入札結果一覧
	平成28年11月8日執行　一般競争入札結果一覧
	平成28年12月6日執行　一般競争入札結果一覧
	平成29年1月31日執行　一般競争入札結果一覧
	平成29年1月6日執行　一般競争入札結果一覧1
	平成29年2月24日執行　一般競争入札結果一覧
	平成29年3月7日執行　一般競争入札結果一覧

	Text1: 失格(低入札価格調査)


