
入札順平成28年4月26日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280001

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

携帯型デジタル簡易無線機（登録局）購入

行方市麻生1561-9　行方市役所　麻生庁舎 事前公表 なし
○1

摘　要

2016/04/26  落札決定

所在地又は住所

\8,870,000

落札
 

\6,952,000茨城県鹿嶋市泉川字北本山１５０１ミドリ安全鹿島（株）

\7,245,000茨城県神栖市知手中央９－５－２（有）カミス総合防災

\8,214,000茨城県神栖市神栖３－６－１５共立防災（株）

\8,700,000茨城県潮来市川尾２８－４０（有）潮来電子

\7,475,100茨城県筑西市甲１２０－１関東三立電子（株）

計　5　社
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入札順平成28年5月10日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280002

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

北浦中学校グラウンド整備工事実施設計業務

行方市内宿地内 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/05/10  落札決定

所在地又は住所

\2,960,000

落札
 

\2,850,000茨城県潮来市日の出４－２－３（株）三喜コンサルタント

\2,880,000茨城県行方市捻木２８２北美測量（株） 行方営業所

\2,860,000茨城県潮来市大塚野１－５－１３（株）マエシマ測量設計

\2,920,000茨城県行方市行方２１０８－１（株）ダイコウ測量設計

\2,800,000茨城県鉾田市安房１５７１ホコタ設計コンサルタンツ（株）

\2,900,000茨城県行方市小貫４３０ー２（株）コスモ計測 行方営業所

\2,930,000茨城県行方市麻生７１（株）三和測量

\2,890,000茨城県行方市両宿７２０－１（株）明和技術コンサルタンツ 行方営業所

\2,810,000茨城県行方市麻生３５５（株）ヤマニ

\2,860,000茨城県行方市麻生２７９７－２４（有）スズキ

計　10　社
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入札順平成28年5月13日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280003

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

行方市地域福祉計画策定業務

行方市役所 事前公表 なし
○1

摘　要

2016/05/13  落札決定

所在地又は住所

\3,900,000

落札
 

\3,500,000埼玉県さいたま市北区宮原町３－３０６－６（株）ワイズマンコンサルティング さいたま支
店

\3,810,000茨城県土浦市中央１－１２－５（株）都市環境計画研究所 茨城営業所

辞退東京都千代田区平河町１－２－１０ランドブレイン（株）

\3,400,000東京都江東区新木場１－１８－１１（株）ぎょうせい 関東支社

辞退東京都荒川区西日暮里２－４０－１０（株）サーベイリサーチセンター 営業企画本部

計　5　社

ＩＤ 280004

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度消防用ホース購入

行方市麻生地内 事前公表 なし
○2

摘　要

2016/05/13  落札決定

所在地又は住所

\9,480,000

落札
 

\9,552,400茨城県古河市幸町１－４５小池（株）

\9,554,950茨城県神栖市溝口２３５５－３高坂防災（株） 鹿島営業所

\9,399,500茨城県神栖市知手中央９－５－２（有）カミス総合防災

\9,544,300茨城県石岡市国府５－２－２５（有）鈴機

\9,594,000茨城県水戸市三の丸３－７－１トキワ産業（株）

\9,554,800茨城県神栖市神栖３－６－１５共立防災（株）

\9,556,000茨城県神栖市堀割３－３－１４鹿行防災（株）

\9,285,500茨城県神栖市神栖４－７－７鹿島栄興防災（株）

計　8　社
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ＩＤ 280005

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度消防用ホース格納箱購入

行方市麻生地内 事前公表 なし
○3

摘　要

2016/05/13  落札決定

所在地又は住所

\1,140,000

落札
 

\1,181,000茨城県古河市幸町１－４５小池（株）

\1,187,000茨城県神栖市溝口２３５５－３高坂防災（株） 鹿島営業所

\1,134,000茨城県神栖市知手中央９－５－２（有）カミス総合防災

\1,168,000茨城県石岡市国府５－２－２５（有）鈴機

\1,209,000茨城県水戸市三の丸３－７－１トキワ産業（株）

\1,203,000茨城県神栖市神栖３－６－１５共立防災（株）

\1,189,000茨城県神栖市堀割３－３－１４鹿行防災（株）

\1,150,000茨城県神栖市神栖４－７－７鹿島栄興防災（株）

計　8　社
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入札順平成28年5月23日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280006

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度工業計器及びポンプ点検業務

行方市蔵川・山田・井上・玉造甲・行方・次木・
芹沢地内

事前公表 なし
○1

摘　要

2016/05/23  落札決定

所在地又は住所

\9,056,000

落札
 

\9,120,000茨城県つくば市吾妻１－１５－１　筑波司法
会館２０１号

（株）第一テクノ 茨城営業所

\8,850,000茨城県つくば市二の宮３－２－７　第四芳村
ビル

荏原実業（株） 茨城営業所

\8,980,000茨城県水戸市中央１－８－１１（株）ヤマト 茨城営業所

\8,740,000茨城県土浦市千束町３－１１昱（株）　 茨城支店

\8,580,000茨城県水戸市白梅２－２－２７福井電機（株） 茨城営業所

計　5　社

ＩＤ 280007

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

行方市役所3庁舎清掃委託業務

行方市麻生・山田・玉造甲地内 事前公表 なし
○2

摘　要

2016/05/23  落札決定

所在地又は住所

\2,490,000

落札
 

辞退茨城県行方市麻生３３２４－１３ライトンハウス 麻生店

\1,439,000茨城県行方市小高８９０（有）藤総業

\2,434,000茨城県行方市石神１４４９－１麻生ビル管理（株）

\1,517,000茨城県行方市五町田２８１（株）いろはや

辞退茨城県行方市玉造甲４０９３（有）フジ建装

計　5　社

ＩＤ 280008

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

北浦中学校用備品購入

行方市立北浦中学校 事前公表 なし
○3

摘　要

2016/05/23  落札決定

所在地又は住所

\4,470,000

落札
 

\2,148,000茨城県行方市井上５２８－２（有）松島商事 行方出張所

\3,380,000茨城県行方市山田１２９３勢司商会

\2,395,000茨城県小美玉市小川１４４１（有）内山家具店

無効茨城県行方市麻生１０７６－８児島商店

\4,257,676茨城県潮来市潮来９７－７（株）敬文館

計　5　社
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入札順平成28年5月24日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280009

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度　行方市水道施設耐震化事業実施設計業務

行方市次木地内外１箇所 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/05/24  落札決定

所在地又は住所

\5,400,000

落札
 

\5,200,000茨城県水戸市酒門町４２８７－３（株）玄設計

\5,220,000茨城県水戸市白梅２－４－１１常陸測工（株）

\5,390,000茨城県水戸市千波町２３８７－３冨洋設計（株） 水戸営業所

\5,170,000茨城県水戸市元吉田町３３２－４（株）環境技研コンサルタント 茨城支店

\5,100,000茨城県水戸市千波町１４２０－５（株）吉沢水道コンサルタント 水戸事務所

\5,360,000茨城県水戸市酒門町４２３２‐２８（株）東洋設計事務所 茨城出張所

計　6　社
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入札順平成28年6月20日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280018

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度消防団員用耐切創性手袋購入

行方市麻生1561-9 事前公表 なし
○1

摘　要

2016/06/20  落札決定

所在地又は住所

\2,100,000

落札
 

\2,030,000茨城県神栖市溝口２３５５－３高坂防災（株） 鹿島営業所

\2,205,000茨城県神栖市知手中央９－５－２（有）カミス総合防災

\1,890,000茨城県石岡市国府５－２－２５（有）鈴機

\2,100,000茨城県水戸市三の丸３－７－１トキワ産業（株）

\2,170,000茨城県神栖市神栖３－６－１５共立防災（株）

\2,065,000茨城県神栖市神栖４－７－７鹿島栄興防災（株）

計　6　社

ＩＤ 280019

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

防災対応型エリア放送　簡易スタジオ機材購入費

行方市麻生地内 事前公表 なし
○2

摘　要

2016/06/20  落札決定

所在地又は住所

\7,000,000

落札
 

辞退東京都新宿区市谷八幡町１６（株）会議録研究所

\6,810,000茨城県行方市西蓮寺５８０－１清宮電気（株）

\5,660,000茨城県神栖市息栖２８２２－１２日興通信（株） 鹿島支店

辞退茨城県水戸市新荘２－７－３３水戸通信工業（株）

辞退埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－９７０－６（株）東和エンジニアリング 関東支店

無効東京都港区西新橋２－８－１７　平家ビル３Ｆ北陸電話工事（株） 東京支店

\7,650,000東京都千代田区外神田１－１５－１３田中電気（株）

辞退千葉県千葉市中央区都町１２５４－６スイス通信システム（株）

辞退茨城県鹿嶋市光３日鉄住金テックスエンジ（株） 鹿島支店

計　9　社

1/1 ページ



入札順平成28年6月21日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280014

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

行方市文化会館設備（デジタルミキサー）改修工事

行方市山田地内 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/06/21  落札決定

所在地又は住所

\4,000,000

落札
 

\3,940,000茨城県行方市西蓮寺５８０－１清宮電気（株）

\3,970,000茨城県行方市宇崎１３５５－２５（有）フジ電気設備

\3,950,000茨城県行方市麻生１６０－６大橋電機（株）

\3,900,000茨城県行方市麻生１０７６－２１（株）大盛電機商会

\3,930,000茨城県行方市浜７６９－４菅谷電業

\3,950,000茨城県行方市井上１９４２－２小野村工業（株）

\3,930,000茨城県行方市宇崎４２（有）トータルリビングニイボリ

計　7　社

ＩＤ 280013

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度浄水場配水池水位計等修繕工事

行方市新原・中山・上山・山田浄水場内 事前公表 あり
○2

摘　要

2016/06/21  落札決定

所在地又は住所

\9,120,000

落札
 

\8,630,000茨城県水戸市白梅２－２－２７福井電機（株） 茨城営業所

\8,800,000茨城県つくば市吾妻１－１５－１　筑波司法
会館２０１号

（株）第一テクノ 茨城営業所

\8,880,000茨城県水戸市中央１‐８‐１１（株）ヤマト 茨城営業所

\8,930,000茨城県土浦市千束町３－１１昱（株） 茨城支店

\8,600,000茨城県つくば市二の宮３－２－７荏原実業（株） 茨城営業所

\9,000,000茨城県土浦市卸町２－８－８藤井産業（株） つくば支店

\9,020,000茨城県日立市若葉町２－６－６飯村機電工業（株）

計　7　社

ＩＤ 280015

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

飲料水兼用耐震性貯水槽整備工事実施設計業務

行方市蔵川地内 事前公表 あり
○3

摘　要

2016/06/21  落札決定

所在地又は住所

\5,940,000

落札
 

\5,710,000茨城県水戸市酒門町４２８７－３（株）玄設計

\5,740,000茨城県水戸市白梅２－４－１１常陸測工（株）

\5,740,000茨城県水戸市千波町２３８７－３冨洋設計（株） 水戸営業所

\5,600,000茨城県水戸市千波町１４２０－５（株）吉沢水道コンサルタント 水戸事務所

\5,780,000茨城県水戸市酒門町４２３２‐２８（株）東洋設計事務所 茨城出張所

計　5　社
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ＩＤ 280016

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28農基第7号-51　市道（北）2385号線外詳細設計業務（第1工区）

行方市行戸地内 事前公表 あり
○4

摘　要

2016/06/21  落札決定

所在地又は住所

\7,270,000

落札
 

\7,000,000茨城県行方市行方２１０８－１（株）ダイコウ測量設計

\7,060,000茨城県鉾田市安房１５７１ホコタ設計コンサルタンツ（株）

\6,950,000茨城県潮来市水原６５６－５根本測量設計（株）

\7,150,000茨城県行方市麻生７１（株）三和測量

\6,970,000茨城県行方市麻生３５５（株）ヤマニ

\7,100,000茨城県行方市麻生２７９７－２４（有）スズキ

計　6　社

ＩＤ 280017

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

防災対応型エリア放送　簡易スタジオ設置改修工事

行方市麻生地内 事前公表 あり
○5

摘　要

2016/06/21  落札決定

所在地又は住所

\2,510,000

落札
 

\2,330,000茨城県行方市富田４６－９濱田工務店

\2,310,000茨城県行方市石神１７０久保施工

\2,260,000茨城県行方市矢幡１８８１－１２マツザキマテリアル（株）

\2,280,000茨城県行方市富田１４４５（株）関建設

\2,480,000茨城県行方市羽生７１７（株）イノバ工業

辞退茨城県行方市富田２４８実川工務店

計　6　社
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入札順平成28年6月7日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280010

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28特防道改第2号-51　市道（玉）9号線予備修正設計業務

行方市玉造地内 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/06/07  落札決定

所在地又は住所

\2,950,000

落札
 

\2,860,000茨城県行方市捻木２８２北美測量（株） 行方営業所

\2,860,000茨城県潮来市大塚野１－５－１３（株）マエシマ測量設計

\2,800,000茨城県行方市行方２１０８－１（株）ダイコウ測量設計

\2,900,000茨城県鉾田市安房１５７１ホコタ設計コンサルタンツ（株）

\2,850,000茨城県行方市小貫４３０ー２（株）コスモ計測 行方営業所

\2,870,000茨城県潮来市水原６５６－５根本測量設計（株）

\2,880,000茨城県行方市麻生７１（株）三和測量

\2,850,000茨城県行方市両宿７２０－１（株）明和技術コンサルタンツ 行方営業所

\2,850,000茨城県行方市麻生２７９７－２４（有）スズキ

計　9　社

ＩＤ 280011

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度　行方市老朽管更新事業実施設計業務

行方市手賀 （新田・小座山）地内 事前公表 あり
○2

摘　要

2016/06/07  落札決定

所在地又は住所

\4,970,000

落札
 

\4,840,000茨城県水戸市酒門町４２８７－３（株）玄設計

\4,800,000茨城県水戸市白梅２－４－１１常陸測工（株）

\4,800,000茨城県水戸市千波町２３８７－３冨洋設計（株） 水戸営業所

\4,800,000茨城県水戸市元吉田町３３２－４（株）環境技研コンサルタント 茨城支店

\4,700,000茨城県水戸市千波町１４２０－５（株）吉沢水道コンサルタント 水戸事務所

\4,900,000茨城県水戸市酒門町４２３２‐２８（株）東洋設計事務所 茨城出張所

計　6　社
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ＩＤ 280012

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館修繕調査設計業務

行方市玉造甲地内 事前公表 あり
○3

摘　要

2016/06/07  落札決定

所在地又は住所

\2,950,000

落札
 

\2,800,000茨城県行方市行方２１０８－１（株）ダイコウ測量設計

\2,910,000茨城県行方市手賀１２１（有）エス・ピー・キューブ

\2,930,000茨城県行方市玉造甲４１１０（有）本澤幸一建築設計室

辞退茨城県行方市蔵川９６－６アルム

\2,870,000茨城県行方市玉造乙３１－８橋本建築設計事務所

\2,890,000茨城県行方市浜５６８－１（株）エイ・ワン建築事務所

\2,910,000茨城県行方市山田９９４番地（有）原建築事務所

計　7　社
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入札順平成28年7月19日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280027

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28配布第3号(玉)8-1677号線配水管布設工事

行方市芹沢地内 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/07/19  落札決定

所在地又は住所

\1,510,000

落札
 

\1,475,000茨城県行方市西蓮寺５８０－１清宮電気（株）

\1,450,000茨城県行方市根小屋９２１－４８小沼設備

\1,480,000茨城県行方市四鹿５９１（有）クボタ住設

無効茨城県行方市芹沢７８４－１菊池工業

\1,490,000茨城県行方市井上１９４２－２小野村工業（株）

計　5　社

ＩＤ 280028

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度行方市公共下水道管路施設長寿命化基本構想策定業務

行方市玉造・麻生処理区 事前公表 あり
○2

摘　要

2016/07/19  落札決定

所在地又は住所

\13,720,000

落札
 

\13,720,000茨城県水戸市谷津町細田１－２１日本水工設計（株） 茨城事務所

\12,500,000茨城県水戸市城南２－４－１７レジデンス
カープ水戸１０１

（株）東京設計事務所 水戸事務所

\13,720,000茨城県水戸市中央２－８－８オリジナル設計（株） 茨城事務所

\13,720,000茨城県水戸市城南１－２－４３　水戸ＮＫＣ
ビル

（株）日水コン 茨城事務所

\13,720,000茨城県水戸市酒門町４２３２‐２８（株）東洋設計事務所 茨城出張所

計　5　社

ＩＤ 280029

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28市単道改第20号-1　市道（麻）139号線改良舗装工事

行方市於下地内 事前公表 あり
○3

摘　要

2016/07/19  落札決定

所在地又は住所

\7,100,000

落札
 

\7,060,000茨城県行方市於下８７２－２かすみ建設（株）

\7,080,000茨城県行方市玉造乙７９５（有）双葉建設

\7,060,000茨城県行方市石神１７０久保施工

無効茨城県行方市富田１４４５（株）関建設

\7,000,000茨城県行方市於下１００８（有）今宿建設

\7,040,000茨城県行方市矢幡１７４５－２（株）ヤバタ

計　6　社
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ＩＤ 280030

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

27繰狭あい道改第14号-1　市道（麻）1148号線外改良舗装工事

行方市南地内 事前公表 あり
○4

摘　要

2016/07/19  落札決定

所在地又は住所

\6,650,000

落札
 

\6,580,000茨城県行方市於下８７２－２かすみ建設（株）

\6,610,000茨城県行方市玉造乙７９５（有）双葉建設

\6,600,000茨城県行方市石神１７０久保施工

\6,620,000茨城県行方市富田１４４５（株）関建設

\6,600,000茨城県行方市於下１００８（有）今宿建設

\6,630,000茨城県行方市矢幡１７４５－２（株）ヤバタ

計　6　社

ＩＤ 280031

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

空家等実態調査業務

行方市内全域 事前公表 あり
○5

摘　要

2016/07/19  落札決定

所在地又は住所

\5,740,000

落札
 

\5,500,000茨城県水戸市河和田町４４７１－４５（株）ミカミ

\4,740,000茨城県水戸市五軒町１－５－４８（株）川又感光社

\4,300,000茨城県土浦市東並木町３３２２－１第一航業（株） 北関東支社

\5,500,000茨城県龍ケ崎市佐貫１－４－３（株）協和コンサルタンツ 茨城営業所

\4,250,000千葉県千葉市中央区南町２－１８－６（株）ゼンリン 千葉・茨城エリア統括部

無効茨城県水戸市石川２－４２７１－２（株）大輝 茨城支店

\5,300,000東京都世田谷区池尻２－７－３国土情報開発（株）

\4,900,000茨城県水戸市小吹町３８５－２（株）アイコンサルタント 北関東支店

計　8　社
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入札順平成28年7月5日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280020

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

空家等実態調査業務

行方市内全域 事前公表 あり
○1

摘　要所在地又は住所 落札

ＩＤ 280021

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

市営諸井団地駐車場整備　測量・設計業務

行方市玉造地内 事前公表 あり
○2

摘　要

2016/07/05  落札決定

所在地又は住所

\1,390,000

落札
 

\1,360,000茨城県行方市捻木２８２北美測量（株） 行方営業所

\1,330,000茨城県行方市行方２１０８－１（株）ダイコウ測量設計

\1,370,000茨城県行方市麻生７１（株）三和測量

\1,340,000茨城県行方市麻生３５５（株）ヤマニ

\1,350,000茨城県行方市麻生２７９７－２４（有）スズキ

計　5　社

ＩＤ 280022

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28国交特環公下第1号　汚水管渠布設工事

行方市浜地内 事前公表 あり
○3

摘　要

2016/07/05  落札決定

所在地又は住所

\7,260,000

落札
 

\7,160,000茨城県行方市芹沢７８４－１菊池工業

\7,190,000茨城県行方市於下８７２－２かすみ建設（株）

\7,100,000茨城県行方市玉造乙７９５（有）双葉建設

\7,200,000茨城県行方市井上１９４２－２小野村工業（株）

\7,150,000茨城県行方市於下１００８（有）今宿建設

計　5　社
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ＩＤ 280023

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度　行方市水道施設集中監視設備工事実施設計業務

行方市泉配水場外10箇所 事前公表 あり
○4

摘　要

2016/07/05  落札決定

所在地又は住所

\6,530,000

落札
 

\6,320,000茨城県水戸市酒門町４２８７－３（株）玄設計

\6,280,000茨城県水戸市白梅２－４－１１常陸測工（株）

\6,320,000茨城県水戸市千波町２３８７－３冨洋設計（株） 水戸営業所

\6,300,000茨城県水戸市元吉田町３３２－４（株）環境技研コンサルタント 茨城支店

\6,200,000茨城県水戸市千波町１４２０－５（株）吉沢水道コンサルタント 水戸事務所

\6,500,000茨城県水戸市酒門町４２３２‐２８（株）東洋設計事務所 茨城出張所

計　6　社

ＩＤ 280024

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28配布第1号（玉）0618号線配水管布設工事

行方市手賀地内 事前公表 あり
○5

摘　要

2016/07/05  落札決定

所在地又は住所

\1,930,000

落札
 

\1,890,000茨城県行方市西蓮寺５８０－１清宮電気（株）

辞退茨城県行方市根小屋９２１－４８小沼設備

\1,870,000茨城県行方市粗毛３４－３麻生ガス設備センター

\1,890,000茨城県行方市四鹿５９１（有）クボタ住設

\1,890,000茨城県行方市石神１４４９－１麻生ビル管理（株）

\1,850,000茨城県行方市芹沢７８４－１菊池工業

\1,890,000茨城県行方市井上１９４２－２小野村工業（株）

\1,910,000茨城県行方市宇崎４２（有）トータルリビングニイボリ

\1,880,000茨城県行方市山田１２６９－１（株）山勝建設

計　9　社
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ＩＤ 280025

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28配布第2号（玉）8-616号線配水管布設工事

行方市手賀（竹の塙）地内 事前公表 あり
○6

摘　要

2016/07/05  落札決定

所在地又は住所

\1,590,000

落札
 

\1,570,000茨城県行方市西蓮寺５８０－１清宮電気（株）

辞退茨城県行方市根小屋９２１－４８小沼設備

\1,560,000茨城県行方市粗毛３４－３麻生ガス設備センター

\1,560,000茨城県行方市四鹿５９１（有）クボタ住設

\1,570,000茨城県行方市石神１４４９－１麻生ビル管理（株）

\1,550,000茨城県行方市芹沢７８４－１菊池工業

\1,530,000茨城県行方市井上１９４２－２小野村工業（株）

\1,560,000茨城県行方市宇崎４２（有）トータルリビングニイボリ

\1,550,000茨城県行方市山田１２６９－１（株）山勝建設

計　9　社

ＩＤ 280026

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28修繕第1号（麻）2268号線給水管修繕工事

行方市籠田地内 事前公表 あり
○7

摘　要

2016/07/05  落札決定

所在地又は住所

\1,690,000

落札
 

\1,610,000茨城県行方市西蓮寺５８０－１清宮電気（株）

辞退茨城県行方市根小屋９２１－４８小沼設備

\1,620,000茨城県行方市粗毛３４－３麻生ガス設備センター

\1,550,000茨城県行方市四鹿５９１（有）クボタ住設

\1,640,000茨城県行方市石神１４４９－１麻生ビル管理（株）

\1,580,000茨城県行方市芹沢７８４－１菊池工業

\1,620,000茨城県行方市井上１９４２－２小野村工業（株）

\1,610,000茨城県行方市宇崎４２（有）トータルリビングニイボリ

\1,580,000茨城県行方市山田１２６９－１（株）山勝建設

計　9　社
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入札順平成28年8月23日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280039

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28市単道改第37号-1　市道（麻）2905号線流末排水整備工事（第6工区）

行方市南地内 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/08/23  落札決定

所在地又は住所

\3,120,000

落札
 

\3,050,000茨城県行方市於下８７２－２かすみ建設（株）

\3,090,000茨城県行方市玉造乙７９５（有）双葉建設

\3,090,000茨城県行方市石神１７０久保施工

\3,090,000茨城県行方市富田１４４５（株）関建設

\3,080,000茨城県行方市於下１００８（有）今宿建設

\3,090,000茨城県行方市矢幡１７４５－２（株）ヤバタ

計　6　社

ＩＤ 280040

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28市単道改第37号-2　市道（麻）2905号線流末排水整備工事（第5工区）

行方市南地内 事前公表 あり
○2

摘　要

2016/08/23  落札決定

所在地又は住所

\2,480,000

落札
 

無効茨城県行方市於下８７２－２かすみ建設（株）

\2,450,000茨城県行方市玉造乙７９５（有）双葉建設

無効茨城県行方市石神１７０久保施工

\2,400,000茨城県行方市富田１４４５（株）関建設

\2,440,000茨城県行方市於下１００８（有）今宿建設

\2,450,000茨城県行方市矢幡１７４５－２（株）ヤバタ

計　6　社

ＩＤ 280038

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

玉造有機肥料供給センター改修工事基本設計業務

行方市玉造地内 事前公表 あり
○3

摘　要

2016/08/23  落札決定

所在地又は住所

\5,450,000

落札
 

\5,450,000茨城県水戸市中央２－８－８（株）エイト日本技術開発 水戸事務所

\5,100,000茨城県水戸市元吉田町３３２－４（株）環境技研コンサルタント 茨城支店

\5,450,000茨城県土浦市田中３－８－３２いであ（株） 茨城営業所

\5,400,000茨城県水戸市笠原町１１８９－２（株）日産技術コンサルタント 茨城事務所

\4,600,000東京都江東区佐賀１－２－１（株）東和テクノロジー 東京支店

計　5　社
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ＩＤ 280037

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

行方市特定環境保全公共下水道事業全体計画及び事業計画変更業務

行方市玉造処理区 事前公表 あり
○4

摘　要

2016/08/23  落札決定

所在地又は住所

\7,240,000

落札
 

\7,150,000茨城県水戸市城南１－１－８国際航業（株） 水戸営業所

無効茨城県水戸市元吉田町８４８－１（株）ＮＪＳ 茨城出張所

\7,240,000茨城県水戸市谷津町細田１－２１日本水工設計（株） 茨城事務所

\7,050,000茨城県水戸市元吉田町３３２－４（株）環境技研コンサルタント 茨城支店

\6,500,000茨城県水戸市城南２－４－１７レジデンス
カープ水戸１０１

（株）東京設計事務所 水戸事務所

\7,240,000茨城県水戸市中央２－８－８オリジナル設計（株） 茨城事務所

\7,240,000茨城県水戸市城南１－２－４３　水戸ＮＫＣ
ビル

（株）日水コン 茨城事務所

\7,240,000茨城県水戸市酒門町４２３２‐２８（株）東洋設計事務所 茨城出張所

計　8　社

2/2 ページ



入札順平成28年8月2日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280032

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度前川流域雨水全体計画策定業務

行方市富田地内外 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/08/02  落札決定

所在地又は住所

\8,860,000

落札
 

\8,860,000茨城県水戸市谷津町細田１－２１日本水工設計（株） 茨城事務所

\8,860,000茨城県水戸市城南２－４－１７レジデンス
カープ水戸１０１

（株）東京設計事務所 水戸事務所

\8,860,000茨城県水戸市中央２－８－８オリジナル設計（株） 茨城事務所

\8,000,000茨城県水戸市城南１－２－４３　水戸ＮＫＣ
ビル

（株）日水コン 茨城事務所

\8,860,000茨城県水戸市酒門町４２３２‐２８（株）東洋設計事務所 茨城出張所

計　5　社

ＩＤ 280033

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

武田小学校跡地境界確定測量業務

行方市内宿地内 事前公表 あり
○2

摘　要

2016/08/02  落札決定

所在地又は住所

\5,600,000

落札
 

\5,400,000茨城県行方市行方２１０８－１（株）ダイコウ測量設計

\5,500,000茨城県鉾田市安房１５７１ホコタ設計コンサルタンツ（株）

\5,450,000茨城県行方市麻生７１（株）三和測量

\5,420,000茨城県行方市麻生３５５（株）ヤマニ

\5,450,000茨城県行方市麻生２７９７－２４（有）スズキ

計　5　社

ＩＤ 280034

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28河川改北第1号　山田川支流排水整備工事

行方市北高岡地内 事前公表 あり
○3

摘　要

2016/08/02  落札決定

所在地又は住所

\2,590,000

落札
 

\2,530,000茨城県行方市於下８７２－２かすみ建設（株）

\2,510,000茨城県行方市玉造乙７９５（有）双葉建設

\2,500,000茨城県行方市富田１４４５（株）関建設

\2,560,000茨城県行方市於下１００８（有）今宿建設

\2,550,000茨城県行方市矢幡１７４５－２（株）ヤバタ

計　5　社

1/2 ページ



ＩＤ 280035

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28市単道改第17号-1　市道（麻）1-8号線改良舗装工事

行方市井貝地内 事前公表 あり
○4

摘　要

2016/08/02  落札決定

所在地又は住所

\6,820,000

落札
 

\6,690,000茨城県行方市於下８７２－２かすみ建設（株）

\6,700,000茨城県行方市玉造乙７９５（有）双葉建設

\6,740,000茨城県行方市石神１７０久保施工

\6,720,000茨城県行方市富田１４４５（株）関建設

\6,670,000茨城県行方市於下１００８（有）今宿建設

\6,620,000茨城県行方市矢幡１７４５－２（株）ヤバタ

計　6　社

2/2 ページ



入札順平成28年8月5日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280036

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度小型消防ポンプ積載車購入

行方市麻生地内 事前公表 なし
○1

摘　要

2016/08/05  落札決定

所在地又は住所

\30,390,000

落札
 

\30,356,000茨城県古河市幸町１－４５小池（株）

\32,360,000茨城県神栖市溝口２３５５－３高坂防災（株） 鹿島営業所

\30,200,000茨城県神栖市知手中央９－５－２（有）カミス総合防災

\30,592,000茨城県石岡市国府５－２－２５（有）鈴機

\31,720,000茨城県桜川市青柳４４８－２筑宝産業（株）

\31,600,000茨城県土浦市虫掛３３１４－１（株）土浦消防センター

\32,600,000茨城県神栖市大野原中央４－１０－１３（有）中央防災

\31,140,000茨城県水戸市三の丸３－７－１トキワ産業（株）

\32,740,000茨城県神栖市神栖３－６－１５共立防災（株）

計　9　社

1/1 ページ



入札順平成28年9月20日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280043

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度配水場配水ポンプ用インバータ装置等修繕工事

行方市次木配水場外１箇所 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/09/20  落札決定

所在地又は住所

\8,010,000

落札
 

\7,550,000茨城県水戸市白梅２－２－２７福井電機（株） 茨城営業所

\7,850,000茨城県つくば市吾妻１－１５－１　筑波司法
会館２０１号

（株）第一テクノ 茨城営業所

\7,700,000茨城県水戸市中央１‐８‐１１（株）ヤマト 茨城営業所

\7,570,000茨城県土浦市千束町３－１１昱（株） 茨城支店

\7,700,000茨城県つくば市二の宮３－２－７荏原実業（株） 茨城営業所

\7,900,000茨城県土浦市卸町２－８－８藤井産業（株） つくば支店

\7,930,000茨城県日立市若葉町２－６－６飯村機電工業（株）

計　7　社

ＩＤ 280042

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度行方市公共下水道管路管口カメラ調査業務

行方市麻生・玉造処理区 事前公表 あり
○2

摘　要

2016/09/20  落札決定

所在地又は住所

\12,970,000

落札
 

\12,970,000茨城県水戸市城南１－１－８国際航業（株） 水戸営業所

\12,970,000茨城県水戸市元吉田町８４８－１（株）ＮＪＳ 茨城出張所

\12,900,000茨城県水戸市谷津町細田１－２１日本水工設計（株） 茨城事務所

\12,100,000茨城県水戸市元吉田町３３２－４（株）環境技研コンサルタント 茨城支店

無効茨城県水戸市城南２－４－１７レジデンス
カープ水戸１０１

（株）東京設計事務所 水戸事務所

\12,970,000茨城県水戸市中央２－８－８オリジナル設計（株） 茨城事務所

\12,970,000茨城県水戸市城南１－２－４３　水戸ＮＫＣ
ビル

（株）日水コン 茨城事務所

\12,900,000茨城県水戸市酒門町４２３２‐２８（株）東洋設計事務所 茨城出張所

計　8　社

1/1 ページ



入札順平成28年9月23日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280044

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28市単エリア放送　無線局登録点検業務委託第1号

行方市麻生地内ほか 事前公表 なし
○1

摘　要

2016/09/23  落札決定

所在地又は住所

\7,240,000

落札
 

\8,980,000茨城県土浦市並木４－４６（株）つくば電気通信

辞退東京都中野区中野４－１０－１日本無線（株） 関東支社

辞退埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－
２０

富士通ネットワークソリューションズ（株） 関東
支店

\6,525,000東京都千代田区外神田１－１５－１３田中電気（株）

無効東京都港区東新橋１－１０－１　東京ツイン
パークスＬＥＦＴ　ＷＩＮＧ３０１２

東京ワンセグ放送（株）

計　5　社

1/1 ページ



入札順平成28年9月6日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280041

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度榎本地区榎本処理区公共桝改修工事

行方市榎本処理区内 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/09/06  落札決定

所在地又は住所

\5,370,000

落札
 

\5,290,000茨城県行方市西蓮寺５８０－１清宮電気（株）

\5,250,000茨城県行方市玉造甲３６８－１常陽開発工業（株）

辞退茨城県行方市根小屋９２１－４８小沼設備

\5,300,000茨城県行方市麻生１０７６－２１（株）大盛電機商会

\5,200,000茨城県行方市芹沢７８４－１菊池工業

\5,300,000茨城県行方市井上１９４２－２小野村工業（株）

\5,280,000茨城県行方市宇崎４２（有）トータルリビングニイボリ

計　7　社

1/1 ページ



入札順平成28年10月18日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280050

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28維持北委第1号　繁昌地内排水整備計画策定業務

行方市繁昌地内 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/10/18  落札決定

所在地又は住所

\9,230,000

落札
 

\8,990,000茨城県潮来市大塚野１－５－１３（株）マエシマ測量設計

\9,160,000茨城県行方市行方２１０８－１（株）ダイコウ測量設計

\9,000,000茨城県潮来市水原６５６－５根本測量設計（株）

\9,170,000茨城県行方市麻生７１（株）三和測量

\8,900,000茨城県行方市麻生２７９７－２４（有）スズキ

計　5　社

ＩＤ 280052

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28狭あい道改第10号-51　市道（麻）703号線外用地測量業務

行方市井貝地内 事前公表 あり
○2

摘　要

2016/10/18  落札決定

所在地又は住所

\9,920,000

落札
 

\9,700,000茨城県潮来市日の出４－２－３（株）三喜コンサルタント

\9,590,000茨城県潮来市大塚野１－５－１３（株）マエシマ測量設計

\9,500,000茨城県行方市行方２１０８－１（株）ダイコウ測量設計

\9,710,000茨城県鉾田市安房１５７１ホコタ設計コンサルタンツ（株）

\9,750,000茨城県潮来市水原６５６－５根本測量設計（株）

\9,590,000茨城県行方市麻生７１（株）三和測量

\9,510,000茨城県行方市麻生３５５（株）ヤマニ

\9,600,000茨城県行方市麻生２７９７－２４（有）スズキ

計　8　社

1/2 ページ



ＩＤ 280051

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28国交特環公下委託第1号　汚水管渠設計業務

行方市手賀地内 事前公表 あり
○3

摘　要

2016/10/18  落札決定

所在地又は住所

\5,320,000

落札
 

\5,070,000茨城県潮来市日の出４－２－３（株）三喜コンサルタント

\5,210,000茨城県行方市行方２１０８－１（株）ダイコウ測量設計

\5,220,000茨城県鉾田市安房１５７１ホコタ設計コンサルタンツ（株）

\5,320,000茨城県水戸市谷津町細田１－２１日本水工設計（株） 茨城事務所

\5,320,000茨城県水戸市城南２－４－１７レジデンス
カープ水戸１０１

（株）東京設計事務所 水戸事務所

\5,320,000茨城県水戸市城南１－２－４３　水戸ＮＫＣ
ビル

（株）日水コン 茨城事務所

\5,000,000茨城県水戸市酒門町４２３２－２８（株）東洋設計事務所 茨城出張所

計　7　社

2/2 ページ



入札順平成28年10月19日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280053

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

空家等対策計画策定支援業務

行方市内全域 事前公表 なし
○1

摘　要

2016/10/19  落札決定

所在地又は住所

\2,500,000

落札
 

\1,750,000茨城県土浦市東並木町３３２２－１第一航業（株） 北関東支社

\3,600,000茨城県龍ヶ崎市佐貫１－４－３（株）協和コンサルタンツ 茨城営業所

\4,860,000茨城県水戸市石川２－４２７１－２（株）大輝 茨城支店

\4,200,000茨城県水戸市小吹町３８５－２（株）アイコンサルタント 北関東支店

無効茨城県水戸市五軒町１－５－４８（株）川又感光社

\1,990,000茨城県水戸市白梅２－６－３　グランドス
テータス平和公園三和ビル１Ｆ

（株）ゼンリン 水戸営業所

計　6　社

1/1 ページ



入札順平成28年10月28日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280049

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度　情報セキュリティ強化対策事業（クライアント）

行方市内 事前公表 なし
○1

摘　要

2016/10/28  落札決定

所在地又は住所

\11,380,000

落札
 

リコージャパン（株） 茨城支社　ＬＡ営業部 茨城県水戸市元吉田町１０７４－１ \9,200,000

中川商事（株） 茨城県土浦市真鍋１－１６－１１ 辞退

日興通信（株） 鹿島支店 茨城県神栖市息栖２８２２－１２ \11,100,000

（株）茨城計算センター 茨城県日立市森山町４－８－２ 辞退

関彰商事（株） ビジネスソリューション部　
鹿島支店

茨城県鹿嶋市宮中東山３１９－１ 辞退

ＮＥＣフィールディング（株） 東関東支社　
茨城支店　鹿島営業所

茨城県鹿嶋市光３ \10,460,000

計　6　社

1/1 ページ



入札順平成28年10月4日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280045

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28市単道改第27号-52　市道(麻)１-15号線用地測量・補償調査業務

行方市新宮地内 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/10/04  落札決定

所在地又は住所

\6,390,000

落札

 

\6,150,000茨城県行方市捻木２８２北美測量（株） 行方営業所

\6,050,000茨城県行方市行方２１０８－１（株）ダイコウ測量設計

\6,200,000茨城県行方市麻生７１（株）三和測量

\6,160,000茨城県行方市両宿７２０－１（株）明和技術コンサルタンツ 行方営業所

\6,060,000茨城県行方市麻生３５５（株）ヤマニ

\6,150,000茨城県行方市麻生２７９７－２４（有）スズキ

計　6　社

ＩＤ 280047

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度霞ヶ浦水郷流域関連行方市公共下水道事業全体計画見直し及
び事業認可変更業務

行方市麻生処理区 事前公表 あり
○2

摘　要

2016/10/04  落札決定

所在地又は住所

\6,220,000

落札

 

\6,220,000茨城県水戸市城南１－１－８国際航業（株） 水戸営業所

\6,220,000茨城県水戸市谷津町細田１－２１日本水工設計（株） 茨城事務所

\6,220,000茨城県水戸市元吉田町３３２－４（株）環境技研コンサルタント 茨城支店

\6,220,000茨城県水戸市城南２－４－１７レジデンス
カープ水戸１０１

（株）東京設計事務所 水戸事務所

\6,220,000茨城県水戸市中央２－８－８オリジナル設計（株） 茨城事務所

\5,900,000茨城県水戸市城南１－２－４３　水戸ＮＫＣ
ビル

（株）日水コン 茨城事務所

\6,220,000茨城県水戸市酒門町４２３２‐２８（株）東洋設計事務所 茨城出張所

計　7　社

1/2 ページ



ＩＤ 280046

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度前川流域雨水対策調査業務

行方市富田地内外 事前公表 あり
○3

摘　要

2016/10/04  落札決定

所在地又は住所

\2,970,000

落札

 

\2,900,000茨城県潮来市日の出４－２－３（株）三喜コンサルタント

\2,860,000茨城県潮来市大塚野１－５－１３（株）マエシマ測量設計

\2,800,000茨城県行方市行方２１０８－１（株）ダイコウ測量設計

\2,890,000茨城県水戸市内原町９０７－７明治測量設計（株）

\2,900,000茨城県水戸市酒門町３２９４－１３（株）コウノ

\2,880,000茨城県行方市麻生７１（株）三和測量

\2,810,000茨城県行方市麻生３５５（株）ヤマニ

\2,900,000茨城県行方市麻生２７９７－２４（有）スズキ

計　8　社

ＩＤ 280048

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

行方市下水道事業経営戦略策定業務

行方市内 事前公表 あり
○4

摘　要

2016/10/04  落札決定

所在地又は住所

\6,300,000

落札

 

\5,950,000茨城県水戸市城南１－１－８国際航業（株） 水戸営業所

\6,300,000茨城県水戸市谷津町細田１－２１日本水工設計（株） 茨城事務所

\6,300,000茨城県水戸市元吉田町３３２－４（株）環境技研コンサルタント 茨城支店

\5,850,000茨城県水戸市城南２－４－１７レジデンス
カープ水戸１０１

（株）東京設計事務所 水戸事務所

\6,300,000茨城県水戸市中央２－８－８オリジナル設計（株） 茨城事務所

\6,300,000茨城県水戸市城南１－２－４３　水戸ＮＫＣ
ビル

（株）日水コン 茨城事務所

\6,300,000茨城県水戸市酒門町４２３２‐２８（株）東洋設計事務所 茨城出張所

計　7　社
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入札順平成28年11月15日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280056

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28河川改玉委第2号　梶無川流域水門設計業務

行方市玉造甲（川向）地内 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/11/15  落札決定

所在地又は住所

\6,350,000

落札
 

常陸測工（株） 茨城県水戸市白梅２－４－１１ \6,130,000

（株）環境技研コンサルタント 茨城支店 茨城県水戸市元吉田町３３２－４ \6,000,000

（株）東京設計事務所 水戸事務所 茨城県水戸市城南２－４－１７レジデンス
カープ水戸１０１

\6,300,000

（株）日水コン 茨城事務所 茨城県水戸市城南１－２－４３　水戸ＮＫＣ
ビル

\6,350,000

（株）東洋設計事務所 茨城出張所 茨城県水戸市酒門町４２３２－２８ \6,250,000

計　5　社

ＩＤ 280057

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

市営諸井団地駐車場整備工事

行方市玉造地内 事前公表 あり
○2

摘　要

2016/11/15  落札決定

所在地又は住所

\7,200,000

落札
 

（株）光建 茨城県行方市四鹿１ \7,080,000

（株）栗原工務店 茨城県行方市荒宿２５６ \7,020,000

高橋建設（株） 茨城県行方市繁昌３５３－１ \7,080,000

斉藤建設（株） 茨城県行方市内宿８９５－１ \7,110,000

（株）羽生工務店 茨城県行方市内宿１０３３－１ \7,100,000

常陽開発工業（株） 茨城県行方市玉造甲３６８－１ \7,100,000

塚本建設（株） 茨城県行方市沖洲１７８ \7,060,000

（株）根崎工務店 茨城県行方市玉造甲８５０ \7,060,000

（株）新堀産業 茨城県行方市石神９３４－１ \7,050,000

（株）斉藤建設工業 茨城県行方市玉造甲５６４ \7,000,000

（有）平野工業 茨城県行方市玉造甲６５２３－２ \7,040,000

（株）山勝建設 茨城県行方市山田１２６９－１ \7,020,000

計　12　社

1/2 ページ



ＩＤ 280058

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28市単道改第24号-51　市道（麻）3120号線外1用地測量業務

行方市杉平地内 事前公表 あり
○3

摘　要

2016/11/15  落札決定

所在地又は住所

\1,960,000

落札
 

（株）ダイコウ測量設計 茨城県行方市行方２１０８－１ \1,850,000

（株）コスモ計測 行方営業所 茨城県行方市小貫４３０ー２ \1,900,000

根本測量設計（株） 茨城県潮来市水原６５６－５ 辞退

（株）三和測量 茨城県行方市麻生７１ \1,910,000

（株）ヤマニ 茨城県行方市麻生３５５ \1,860,000

（有）スズキ 茨城県行方市麻生２７９７－２４ \1,900,000

計　6　社
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入札順平成28年11月1日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280054

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28維持玉第21号　市道（玉）369号線道路改良舗装工事

行方市井上（西谷）地内 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/11/01  落札決定

所在地又は住所

\5,120,000

落札
 

永作工業 茨城県行方市麻生９３２－２ \5,060,000

かすみ建設（株） 茨城県行方市於下８７２－２ \5,060,000

（有）双葉建設 茨城県行方市玉造乙７９５ \5,050,000

（有）今宿建設 茨城県行方市於下１００８ \5,090,000

（株）ヤバタ 茨城県行方市矢幡１７４５－２ \5,080,000

計　5　社

1/1 ページ



入札順平成28年11月29日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280059

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

三和小学校跡地境界確定測量業務

行方市三和地内 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/11/29  落札決定

所在地又は住所

\4,080,000

落札
 

（株）ダイコウ測量設計 茨城県行方市行方２１０８－１ \3,950,000

ホコタ設計コンサルタンツ（株） 茨城県鉾田市安房１５７１ \3,900,000

（株）三和測量 茨城県行方市麻生７１ \3,990,000

（株）ヤマニ 茨城県行方市麻生３５５ \3,910,000

（有）スズキ 茨城県行方市麻生２７９７－２４ \3,950,000

計　5　社

ＩＤ 280060

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28農基第7号-52　市道（北）2385号線外路線測量・詳細設計業務（第2工区）

行方市行戸地内 事前公表 あり
○2

摘　要

2016/11/29  落札決定

所在地又は住所

\6,850,000

落札
 

（株）ダイコウ測量設計 茨城県行方市行方２１０８－１ \6,760,000

ホコタ設計コンサルタンツ（株） 茨城県鉾田市安房１５７１ \6,740,000

根本測量設計（株） 茨城県潮来市水原６５６－５ \6,600,000

（株）三和測量 茨城県行方市麻生７１ \6,820,000

（株）ヤマニ 茨城県行方市麻生３５５ \6,610,000

（有）スズキ 茨城県行方市麻生２７９７－２４ \6,700,000

計　6　社

ＩＤ 280061

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28維持麻第35号　市道（麻）2-5号線舗装工事

行方市五町田地内 事前公表 あり
○3

摘　要

2016/11/29  落札決定

所在地又は住所

\5,460,000

落札
 

（有）満洲工務店 茨城県行方市手賀４３３９－３５ \5,330,000

（株）ミノワ 茨城県行方市島並８５６－１ \5,340,000

（株）水郷園建設 茨城県行方市四鹿２０７－１ \5,380,000

（有）小林建設工業 茨城県行方市麻生３２８３－５ \5,300,000

（有）板橋建設工業 茨城県行方市井貝６７１－１ \5,350,000

内田工業（株） 茨城県行方市両宿１０７ \5,380,000

前川工業（株） 茨城県行方市井貝８１１－３９６ \5,330,000

（株）ヤバタ 茨城県行方市矢幡１７４５－２ \5,370,000

計　8　社

1/2 ページ



ＩＤ 280062

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28県単農基第1号-1　吉池護岸改修工事

行方市沖洲地内 事前公表 あり
○4

摘　要

2016/11/29  落札決定

所在地又は住所

\3,770,000

落札
 

（有）満洲工務店 茨城県行方市手賀４３３９－３５ \3,680,000

光栄土木（株） 茨城県行方市玉造甲５７２１－２ \3,650,000

内田工業（株） 茨城県行方市両宿１０７ \3,680,000

（株）イノバ工業 茨城県行方市羽生７１７ \3,700,000

貝塚建設（株） 茨城県行方市八木蒔１９１－１ \3,670,000

計　5　社

2/2 ページ



入札順平成28年11月30日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280063

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

地域防災計画改訂支援業務

行方市内全域 事前公表 なし
○1

摘　要

2016/11/30  落札決定

所在地又は住所

\1,850,000

落札
 

国際航業（株） 水戸営業所 茨城県水戸市城南１－１－８ \3,800,000

アジア航測（株） 水戸営業所 茨城県水戸市中央２－８－８　アシスト第２ビ
ル

\5,250,000

（株）都市環境計画研究所 茨城営業所 茨城県土浦市中央１－１２－５ 辞退

（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 京都府京都市右京区西京極西池田町９－５　
西京極駅前ビル６階

\1,850,000

三和航測（株） 北関東支社 茨城県水戸市城南２－１５－１６ \3,860,000

（株）ぎょうせい 関東支社 東京都江東区新木場１－１８－１１ \2,770,000

（株）アスコ大東 千葉支店 千葉県千葉市中央区登戸１－２１－８ \7,500,000

（株）地域計画連合 東京都豊島区北大塚２－２４－５　ステーショ
ンフロントタワー２Ｆ

辞退

計　8　社
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入札順平成28年11月9日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280055

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度　行方市パソコン購入

行方市内 事前公表 なし
○1

摘　要

2016/11/09  落札決定

所在地又は住所

\9,290,000

落札
 

リコージャパン（株） 茨城支社　ＬＡ営業部 茨城県水戸市元吉田町１０７４－１ \5,800,000

中川商事（株） 茨城県土浦市真鍋１－１６－１１ 辞退

日興通信（株） 鹿島支店 茨城県神栖市息栖２８２２－１２ \7,740,000

東洋計測（株） 茨城県鹿嶋市宮下３－４－６ \7,357,676

常陽コンピューターサービス（株） 茨城県水戸市西原２－１６－２５ 辞退

（株）茨城計算センター 茨城県日立市森山町４－８－２ 辞退

富士ゼロックス茨城（株） 営業統括部 茨城県水戸市城南２－１－２０ 辞退

関彰商事（株） ビジネスソリューション部　
鹿島支店

茨城県鹿嶋市宮中東山３１９－１ 辞退

ＮＥＣフィールディング（株） 東関東支社　
茨城支店　鹿島営業所

茨城県鹿嶋市光３ \7,630,000

計　9　社

1/1 ページ



入札順平成28年12月13日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280064

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

平成28年度榎本地区榎本処理区第2工区マンホール蓋改修工事

行方市榎本処理区内 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/12/13  落札決定

所在地又は住所

\4,800,000

落札
 

永作工業 茨城県行方市麻生９３２－２ \4,720,000

菊池工業 茨城県行方市芹沢７８４－１ \4,740,000

かすみ建設（株） 茨城県行方市於下８７２－２ \4,740,000

（有）双葉建設 茨城県行方市玉造乙７９５ \4,740,000

小野村工業（株） 茨城県行方市井上１９４２－２ \4,700,000

（有）今宿建設 茨城県行方市於下１００８ \4,720,000

計　6　社

ＩＤ 280065

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28維持北第42号　市道（北）3250号線舗装工事

行方市北高岡地内 事前公表 あり
○2

摘　要

2016/12/13  落札決定

所在地又は住所

\4,530,000

落札
 

（株）水郷園建設 茨城県行方市四鹿２０７－１ \4,500,000

（有）土子建材 茨城県行方市矢幡５７４ \4,450,000

（有）小林建設工業 茨城県行方市麻生３２８３－５ \4,450,000

（有）板橋建設工業 茨城県行方市井貝６７１－１ \4,480,000

光栄土木（株） 茨城県行方市玉造甲５７２１－２ \4,420,000

内田工業（株） 茨城県行方市両宿１０７ \4,400,000

前川工業（株） 茨城県行方市井貝８１１－３９６ \4,450,000

（株）ヤバタ 茨城県行方市矢幡１７４５－２ \4,470,000

計　8　社

ＩＤ 280066

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28市単道改第49号-1　市道（玉）2531号線改良舗装工事

行方市手賀地内 事前公表 あり
○3

摘　要

2016/12/13  落札決定

所在地又は住所

\3,840,000

落札
 

菊池工業 茨城県行方市芹沢７８４－１ \3,820,000

かすみ建設（株） 茨城県行方市於下８７２－２ \3,810,000

（有）双葉建設 茨城県行方市玉造乙７９５ \3,790,000

小野村工業（株） 茨城県行方市井上１９４２－２ \3,820,000

（有）今宿建設 茨城県行方市於下１００８ \3,800,000

計　5　社

1/3 ページ



ＩＤ 280067

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28市単道改第51号-1　市道（麻）714号線流末排水整備工事

行方市井貝地内 事前公表 あり
○4

摘　要

2016/12/13  落札決定

所在地又は住所

\9,170,000

落札
 

（有）クボタ住設 茨城県行方市四鹿５９１ \9,100,000

かすみ建設（株） 茨城県行方市於下８７２－２ \9,150,000

（株）関建設 茨城県行方市富田１４４５ \8,980,000

（有）今宿建設 茨城県行方市於下１００８ \9,050,000

（株）ヤバタ 茨城県行方市矢幡１７４５－２ \9,120,000

計　5　社

ＩＤ 280068

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

27繰市単道改第34号-51　市道（麻）1-9号線測量設計業務

行方市小高地内 事前公表 あり
○5

摘　要

2016/12/13  落札決定

所在地又は住所

\14,810,000

落札
 

（株）ダイコウ測量設計 茨城県行方市行方２１０８－１ \14,370,000

根本測量設計（株） 茨城県潮来市水原６５６－５ \14,570,000

（株）三和測量 茨城県行方市麻生７１ \14,100,000

（株）ヤマニ 茨城県行方市麻生３５５ \14,420,000

（有）スズキ 茨城県行方市麻生２７９７－２４ \14,500,000

計　5　社

ＩＤ 280069

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28市単道改第12号-51　市道（麻）1485号線外路線測量業務

行方市富田・粗毛地内 事前公表 あり
○6

摘　要

2016/12/13  落札決定

所在地又は住所

\2,460,000

落札
 

（株）三喜コンサルタント 茨城県潮来市日の出４－２－３ \2,400,000

（株）ダイコウ測量設計 茨城県行方市行方２１０８－１ \2,360,000

（株）三和測量 茨城県行方市麻生７１ \2,320,000

（株）ヤマニ 茨城県行方市麻生３５５ \2,330,000

（有）スズキ 茨城県行方市麻生２７９７－２４ \2,400,000

計　5　社

2/3 ページ



ＩＤ 280070

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28市単道改第20号-52　市道（麻）139号線路線測量・道路詳細設計業務

行方市於下地内 事前公表 あり
○7

摘　要

2016/12/13  落札決定

所在地又は住所

\4,590,000

落札
 

北美測量（株） 行方営業所 茨城県行方市捻木２８２ \4,430,000

（株）マエシマ測量設計 茨城県潮来市大塚野１－５－１３ \4,400,000

（株）ダイコウ測量設計 茨城県行方市行方２１０８－１ \4,450,000

（株）三和測量 茨城県行方市麻生７１ \4,500,000

（株）ヤマニ 茨城県行方市麻生３５５ \4,360,000

（有）スズキ 茨城県行方市麻生２７９７－２４ \4,350,000

計　6　社

ＩＤ 280071

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28市単道改第25号-51　市道（北）1203号線路線測量業務

行方市両宿地内 事前公表 あり
○8

摘　要

2016/12/13  落札決定

所在地又は住所

\2,690,000

落札
 

（株）ダイコウ測量設計 茨城県行方市行方２１０８－１ \2,550,000

ホコタ設計コンサルタンツ（株） 茨城県鉾田市安房１５７１ \2,600,000

（株）コスモ計測 行方営業所 茨城県行方市小貫４３０ー２ \2,600,000

（株）三和測量 茨城県行方市麻生７１ \2,610,000

（株）ヤマニ 茨城県行方市麻生３５５ \2,560,000

（有）スズキ 茨城県行方市麻生２７９７－２４ \2,600,000

計　6　社

3/3 ページ



入札順平成28年12月26日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280072

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28維持北委第2号　小貫地内排水整備調査設計業務

行方市小貫地内 事前公表 あり
○1

摘　要

2016/12/26  落札決定

所在地又は住所

\2,750,000

落札
 

北美測量（株） 行方営業所 茨城県行方市捻木２８２ \2,670,000

（株）ダイコウ測量設計 茨城県行方市行方２１０８－１ \2,670,000

（株）コスモ計測 行方営業所 茨城県行方市小貫４３０ー２ \2,700,000

（株）三和測量 茨城県行方市麻生７１ \2,730,000

（株）ヤマニ 茨城県行方市麻生３５５ \2,610,000

（有）スズキ 茨城県行方市麻生２７９７－２４ \2,600,000

計　6　社

ＩＤ 280073

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28維持玉第24号　市道（玉）217号線舗装修繕工事

行方市井上（根古屋）地内 事前公表 あり
○2

摘　要

2016/12/26  落札決定

所在地又は住所

\3,160,000

落札
 

（有）満洲工務店 茨城県行方市手賀４３３９－３５ \3,050,000

（株）水郷園建設 茨城県行方市四鹿２０７－１ \3,100,000

（有）小林建設工業 茨城県行方市麻生３２８３－５ \3,100,000

（有）板橋建設工業 茨城県行方市井貝６７１－１ \3,110,000

光栄土木（株） 茨城県行方市玉造甲５７２１－２ \3,090,000

前川工業（株） 茨城県行方市井貝８１１－３９６ \3,070,000

（株）ヤバタ 茨城県行方市矢幡１７４５－２ \3,080,000

貝塚建設（株） 茨城県行方市八木蒔１９１－１ \3,080,000

計　8　社

1/3 ページ



ＩＤ 280074

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28維持玉第25号　市道（玉）893号線舗装修繕工事

行方市玉造甲（諸井）地内 事前公表 あり
○3

摘　要

2016/12/26  落札決定

所在地又は住所

\6,240,000

落札
 

（株）光建 茨城県行方市四鹿１ \6,150,000

（株）栗原工務店 茨城県行方市荒宿２５６ \6,040,000

高橋建設（株） 茨城県行方市繁昌３５３－１ \6,100,000

（株）羽生工務店 茨城県行方市内宿１０３３－１ \6,120,000

常陽開発工業（株） 茨城県行方市玉造甲３６８－１ \6,080,000

塚本建設（株） 茨城県行方市沖洲１７８ \6,160,000

（株）根崎工務店 茨城県行方市玉造甲８５０ \6,130,000

（株）新堀産業 茨城県行方市石神９３４－１ \6,150,000

（株）斉藤建設工業 茨城県行方市玉造甲５６４ \6,100,000

（有）平野工業 茨城県行方市玉造甲６５２３－２ \6,090,000

計　10　社

ＩＤ 280075

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28維持玉第26号　市道（玉）2504号線舗装修繕工事

行方市沖洲地内 事前公表 あり
○4

摘　要

2016/12/26  落札決定

所在地又は住所

\4,320,000

落札
 

（有）満洲工務店 茨城県行方市手賀４３３９－３５ \4,240,000

（株）水郷園建設 茨城県行方市四鹿２０７－１ \4,300,000

（株）松田建設 茨城県行方市行方１６４３－５ \4,250,000

（有）小林建設工業 茨城県行方市麻生３２８３－５ \4,290,000

（有）板橋建設工業 茨城県行方市井貝６７１－１ \4,260,000

光栄土木（株） 茨城県行方市玉造甲５７２１－２ \4,220,000

（株）ヤバタ 茨城県行方市矢幡１７４５－２ \4,300,000

貝塚建設（株） 茨城県行方市八木蒔１９１－１ \4,190,000

計　8　社

2/3 ページ



ＩＤ 280076

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

情報セキュリティ強化対策事業（ネットワーク）

行方市内 事前公表 なし
○5

摘　要

2016/12/26  落札決定

所在地又は住所

\2,000,000

落札
 

リコージャパン（株） 茨城支社　ＬＡ営業部 茨城県水戸市元吉田町１０７４－１ 辞退

日興通信（株） 鹿島支店 茨城県神栖市息栖２８２２－１２ \1,900,000

（株）富士通エフサス 筑波支店 茨城県つくば市竹園１－６－１ 辞退

ＮＥＣソリューションイノベータ（株） 北関東
支社　茨城センター

茨城県土浦市大和町９－３　ウララ３ビル 辞退

関彰商事（株） ビジネスソリューション部　
鹿島支店

茨城県鹿嶋市宮中東山３１９－１ 辞退

ＮＥＣフィールディング（株） 東関東支社　
茨城支店　鹿島営業所

茨城県鹿嶋市光３ \1,800,000

計　6　社

3/3 ページ



入札順平成29年1月24日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280077

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

行方市玉造農村環境改善センター南棟屋根改修工事

行方市玉造甲地内 事前公表 あり
○1

摘　要

2017/01/24  落札決定

所在地又は住所

\4,130,000

落札
 

濱田工務店 茨城県行方市富田４６－９ \4,000,000

久保施工 茨城県行方市石神１７０ \4,040,000

マツザキマテリアル（株） 茨城県行方市矢幡１８８１－１２ 辞退

（株）関建設 茨城県行方市富田１４４５ \3,970,000

（株）イノバ工業 茨城県行方市羽生７１７ \4,110,000

計　5　社

ＩＤ 280078

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

玉造庁舎笠木修繕工事

行方市玉造甲地内 事前公表 あり
○2

摘　要

2017/01/24  落札決定

所在地又は住所

\7,280,000

落札
 

（株）ピーエス三菱 茨城営業所 茨城県行方市芹沢９２０－８２ 辞退

松崎建設（株） 茨城県潮来市牛堀１７１－１ 辞退

（株）栗原工務店 茨城県行方市荒宿２５６ \6,900,000

藤崎建設工業（株） 茨城県行方市新宮７４５ \7,050,000

（株）伊東建設 茨城県鉾田市串挽４６５－１ \7,000,000

（株）鹿島美装 茨城県鹿嶋市宮下１－６－７ \7,050,000

植田防水工業（株） 茨城県水戸市八幡町１０－７１ 辞退

計　7　社

1/1 ページ



入札順平成29年2月14日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280082

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

行方市上下水道料金徴収等業務

行方市内全域及び市の定めた区域 事前公表 なし
○1

摘　要

2017/02/14  落札決定

所在地又は住所

\117,040,000

落札
 

第一環境（株） 東京都港区赤坂２－２－１２ 辞退

（株）日本ウォーターテックス 埼玉県幸手市緑台１－１９－１１ \104,000,000

シーデーシー情報システム（株） 千葉県千葉市中央区本千葉町４－３ 辞退

ヴェオリア・ジェネッツ（株） 東京都港区海岸３－２０－２０　ヨコソーレ
インボータワー

辞退

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台３－３５－１ \90,720,000

（株）両毛システムズ 東京営業所 東京都新宿区二十騎町２－２４ 辞退

計　6　社

1/1 ページ



入札順平成29年2月17日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280083

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

小高地区防火水槽設置工事

行方市小高1592-6地内 事前公表 あり
○1

摘　要

2017/02/17  落札決定

所在地又は住所

\5,100,000

落札
 

永作工業 茨城県行方市麻生９３２－２ \5,060,000

かすみ建設（株） 茨城県行方市於下８７２－２ \5,050,000

（有）双葉建設 茨城県行方市玉造乙７９５ \5,070,000

久保施工 茨城県行方市石神１７０ \5,030,000

マツザキマテリアル（株） 茨城県行方市矢幡１８８１－１２ 辞退

（有）今宿建設 茨城県行方市於下１００８ \5,000,000

（株）出久根 茨城県行方市成田４５３ \5,070,000

計　7　社

ＩＤ 280084

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28市単道改第36号-1　市道（麻）2969号線舗装工事

行方市南地内 事前公表 あり
○2

摘　要

2017/02/17  落札決定

所在地又は住所

\5,030,000

落札
 

（株）水郷園建設 茨城県行方市四鹿２０７－１ \4,960,000

（有）土子建材 茨城県行方市矢幡５７４ \4,950,000

（有）小林建設工業 茨城県行方市麻生３２８３－５ \4,920,000

（有）新栄建設 茨城県行方市井貝８１１－２５５ \4,960,000

（有）板橋建設工業 茨城県行方市井貝６７１－１ \4,900,000

（有）トータルリビングニイボリ 茨城県行方市宇崎４２ \4,910,000

前川工業（株） 茨城県行方市井貝８１１－３９６ \4,880,000

（株）ヤバタ 茨城県行方市矢幡１７４５－２ \4,940,000

計　8　社

1/1 ページ



入札順平成29年2月7日 執　行　　指名競争入札結果一覧　　
ＩＤ 280079

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28狭あい道改第9号-51　市道（麻）2379号線用地測量業務

行方市新宮地内 事前公表 あり
○1

摘　要

2017/02/07  落札決定

所在地又は住所

\5,640,000

落札
 

（株）マエシマ測量設計 茨城県潮来市大塚野１－５－１３ \5,520,000

（株）ダイコウ測量設計 茨城県行方市行方２１０８－１ \5,500,000

根本測量設計（株） 茨城県潮来市水原６５６－５ \5,510,000

（株）三和測量 茨城県行方市麻生７１ \5,520,000

（株）ヤマニ 茨城県行方市麻生３５５ \5,410,000

（有）スズキ 茨城県行方市麻生２７９７－２４ \5,500,000

計　6　社

ＩＤ 280080

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28維持麻第43号　市道（麻）2-5号線舗装工事

行方市五町田地内 事前公表 あり
○2

摘　要

2017/02/07  落札決定

所在地又は住所

\4,410,000

落札
 

（有）満洲工務店 茨城県行方市手賀４３３９－３５ \4,360,000

（株）ミノワ 茨城県行方市島並８５６－１ \4,320,000

（株）水郷園建設 茨城県行方市四鹿２０７－１ \4,350,000

（有）小林建設工業 茨城県行方市麻生３２８３－５ \4,300,000

（有）板橋建設工業 茨城県行方市井貝６７１－１ 無効

前川工業（株） 茨城県行方市井貝８１１－３９６ \4,300,000

（株）ヤバタ 茨城県行方市矢幡１７４５－２ \4,340,000

計　7　社

1/2 ページ



ＩＤ 280081

履行場所

商号又は名称 入札金額

予定価格

28維持麻第44号　市道（麻）1263号線舗装工事

行方市麻生地内 事前公表 あり
○3

摘　要

2017/02/07  落札決定

所在地又は住所

\4,810,000

落札
 

（株）水郷園建設 茨城県行方市四鹿２０７－１ \4,700,000

（有）土子建材 茨城県行方市矢幡５７４ \4,750,000

（有）小林建設工業 茨城県行方市麻生３２８３－５ 無効

（有）板橋建設工業 茨城県行方市井貝６７１－１ \4,750,000

（有）トータルリビングニイボリ 茨城県行方市宇崎４２ \4,780,000

前川工業（株） 茨城県行方市井貝８１１－３９６ \4,760,000

（株）ヤバタ 茨城県行方市矢幡１７４５－２ \4,780,000

計　7　社

2/2 ページ
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