
正式な落札決定は審査後となります。

【電子入札案件】

国補公下第７号 予定価格 105,440,000

高津処理分区公共下水道（汚水）工事 最低制限価格 92,705,000

№ 業者名 入札額 結果

1 日東エンジニアリング（株） 92,300,000 失格（最低制限価格未満）

2 （株）斉藤建設 92,890,000 落札決定

3 佐々木建設（株） 104,000,000

4 （株）新日興産 91,480,000 失格（最低制限価格未満）

5 ヤシマ建設（株） 104,500,000

【電子入札案件】

道路改第１１号 予定価格 16,810,000

市道Ⅰ級２５号線改良工事 最低制限価格 14,389,000

№ 業者名 入札額 結果

1 塚本商事（有） 16,500,000 落札決定

2 丸一土木（有） 16,570,000

【電子入札案件】

道路改第１０号 予定価格 14,640,000

市道上高津１８号線改良工事 最低制限価格 12,221,000

№ 業者名 入札額 結果

1 （株）松田工業 14,450,000 落札決定

2 （有）並木建設 14,550,000

【電子入札案件】

予定価格 13,390,000

最低制限価格 11,407,000

№ 業者名 入札額 結果

1 （株）テクノエイト 11,610,000 落札決定

2 井原土木（株） 12,650,000

3 （有）島商 12,490,000

【電子入札案件】

国補公下維（工）第１号 予定価格 5,850,000

マンホール蓋更新工事 最低制限価格 4,876,000

№ 業者名 入札額 結果

1 高千穂建設（株） 5,000,000 落札決定

2 （株）市毛組 5,790,000

道路改第９号

市道沖宿１２４，１２５号線改良工事



【電子入札案件】

市単水路第２号 予定価格 5,800,000

田中二丁目地内小規模排水路整備工事（１工区） 最低制限価格 4,971,000

№ 業者名 入札額 結果

1 （株）住建企画 5,750,000

2 （株）宮本組 5,500,000 落札決定

3 井原土木（株） 5,700,000

4 （有）一輝 5,770,000

【電子入札案件】

農整工第１０号 予定価格 4,170,000

田中３期地区排水路整備工事 最低制限価格 3,561,000

№ 業者名 入札額 結果

1 井原土木（株） 4,000,000

2 （有）一輝 3,690,000 落札決定

【電子入札案件】

道路道維工第２３０号 予定価格 14,690,000

市道Ⅰ級２９号線舗装打換工事 最低制限価格 12,296,000

№ 業者名 入札額 結果

1 （株）新日興産 14,600,000

2 （株）斉藤建設 14,500,000

3 ヤシマ建設（株） 14,400,000 落札決定

【電子入札案件】

Ｈ２７国補道路道維工第３号 予定価格 8,800,000

市道Ⅰ級３４号線舗装打換工事 最低制限価格 7,428,000

№ 業者名 入札額 結果

1 （株）松田工業 8,620,000

2 （株）ムラマツ 8,600,000 落札決定

3 川村建設（株） 8,660,000

4 塚本商事（有） 8,650,000



【電子入札案件】

道路道維工第２３１号 予定価格 5,820,000

市道Ⅱ級１５号線舗装打換工事 最低制限価格 4,771,000

№ 業者名 入札額 結果

1 （株）松田工業 5,750,000 落札決定

2 （株）ムラマツ 5,770,000

3 （株）市村工務店 5,800,000

【電子入札案件】

道路道維工第２３２号 予定価格 5,550,000

市道並木一丁目２号線舗装打換工事 最低制限価格 4,665,000

№ 業者名 入札額 結果

1 （有）並木建設 5,400,000 落札決定

2 丸一土木（有） 5,450,000

【電子入札案件】

Ｈ２７国補道路道維工第１号 予定価格 5,260,000

市道中貫３６号線舗装打換工事 最低制限価格 4,323,000

№ 業者名 入札額 結果

1 （有）並木建設 5,150,000

2 丸一土木（有） 5,100,000 落札決定

【電子入札案件】

Ｈ２７国補道路道維工第２号 予定価格 4,470,000

市道Ⅰ級６号線舗装打換工事 最低制限価格 3,671,000

№ 業者名 入札額 結果

1 マルイ技建工業（株） 4,200,000 落札決定

2 （株）住建企画 4,370,000

3 井原土木（株） 4,390,000

【電子入札案件】

公緑工第３号 予定価格 2,740,000

最低制限価格 2,255,000

№ 業者名 入札額 結果

1 不二造園土木（株） 2,670,000

2 茨城県県南造園土木（業） 2,660,000

3 （株）坂田園芸 2,700,000

4 土浦造園（株） 2,690,000

5 第一造園土木（株） 2,650,000 落札決定

霞ケ浦総合公園花蓮園拡張工事



【電子入札案件】

道路工測第２３号 予定価格 2,420,000

市道新治南１３６号線基礎調査委託 最低制限価格 1,757,000

№ 業者名 入札額 結果

1 大栄測量設計（株） 2,380,000

2 武智測量設計（株） 2,320,000

3 （株）トーユー 2,350,000

4 （株）アクト 2,330,000

5 常陽測量設計（株） 2,350,000

6 （株）国土測量 2,350,000

7 タイセイ測量（株） 2,250,000 落札決定

8 （株）アイワ技研 2,370,000

9 三陽用地（株） 2,400,000

10 （株）ＥＣＯＷ 2,370,000

11 土浦ジステック（株） 2,340,000

12 三友測量設計（株） 2,370,000

【電子入札案件】

土環衛清委第３１号 予定価格 2,510,000

最低制限価格 2,067,000

№ 業者名 入札額 結果

1 中川理水建設（株） 2,380,000 落札決定

2 土浦ジステック（株） 2,450,000

3 （株）ＤＳＤ・地盤 2,450,000

【電子入札案件】 （水道課案件）

土水更工第10号 予定価格 27,160,000

中央一丁目地内外配水管布設替工事                                                        最低制限価格 23,408,000

№ 業者名 入札額 結果

1 常陽水道工業㈱ 26,900,000 落札決定

2 中川理水建設㈱ 27,000,000

【電子入札案件】 （水道課案件）

土水受収工第5号 予定価格 16,750,000

中村南三丁目地内外配水管移設工事 最低制限価格 14,504,000

№ 業者名 入札額 結果

1 ㈱折本工業 16,400,000 落札決定

2 ㈱斉藤建設 16,650,000

3 ㈱霞工業 16,500,000

最終処分場内（旧処分場）土壌採取業務委託



【電子入札案件】 （水道課案件）

土水新工第15号 予定価格 9,840,000

大岩田地内配水管布設工事 最低制限価格 8,496,000

№ 業者名 入札額 結果

1 ㈱飯塚工務店 8,780,000

2 ㈲内林工業 8,780,000 落札決定（くじにより決定）

【電子入札案件】 （水道課案件）

土水更工第9号 予定価格 4,580,000

真鍋一丁目地内外配水管布設替工事 最低制限価格 3,963,000

№ 業者名 入札額 結果

1 ㈱住建企画 4,490,000 落札決定

【電子入札案件】 （水道課案件）

実施設計第22号 予定価格 5,940,000

小松三丁目地内外実施設計業務委託 最低制限価格 4,718,000

№ 業者名 入札額 結果

1 大栄測量設計㈱ 5,850,000

2 ㈱トーユー 5,780,000

3 常陽測量設計㈱ 5,770,000

4 ㈱国土測量 5,750,000

5 ㈱アイワ技研 5,830,000

6 土浦ジステック㈱ 5,820,000

7 三友測量設計㈱ 5,440,000 落札決定


