
入札日：平成３０年１０月２４日 （水）指名競争入札（電子入札）

件名 場所 落札業者
予定価格
（税抜）

落札金額
（税抜）

結果

２９防安（改築）第２－２号　道路改良工事 笠間市笠間地内 （有）ホウメイ工業 1,950,000 1,920,000 落札

３０市単（笠建）第２－８号　道路改良舗装工事 笠間市笠間地内 － 3,730,000 － 中止

３０市単（管）維持第１－５１０号　排水整備工事 笠間市稲田地内 （株）田中造園土木 2,550,000 2,500,000 落札

３０市単（管）維持第１－５１１号　排水整備工事 笠間市福原地内 （株）高田工務店 2,370,000 2,300,000 落札

３０市単（管）維持第１－５１２号　排水整備工事 笠間市笠間地内 （有）長谷川工業 4,270,000 4,200,000 落札

３０市単（管）維持第２－５１１号　道路維持工事 友部地区 （株）海老重建設 4,500,000 4,430,000 落札

３０市単（管）維持第３－５０８号　道路維持工事 岩間地区 ミシマ工業（株） 4,500,000 4,430,000 落札

３０市単（管）維持第３－５０９号　排水整備工事 笠間市下郷地内 ミシマ工業（株） 2,540,000 2,500,000 落札

３０防安（補修）第３－２号　橋梁補修工事 笠間市上郷地内 （株）にこにこ建設 4,250,000 4,150,000 落札

３０防安（補修）第３－３号　橋梁補修工事 笠間市飯田地内 － 2,120,000 － 中止

３０笠水（友石）第４号　石綿管更新工事 笠間市東平二丁目地内 （株）イチゲ電設 4,100,000 3,950,000 落札

３０笠消総（工）第５号　空調設備改修工事 笠間消防署
（株）エスアールエス
ディービー社

3,850,000 3,750,000 落札

３０市単（笠建）第２－５４号　補償調査業務委託 笠間市大橋地内
（株）アイワ技研 笠間
営業所

2,000,000 1,900,000 落札
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結果

３０市単（笠建）第２－５５号　用地測量業務委託 笠間市本戸地内 城南測量（株） 2,710,000 2,570,000 落札

３０市単（笠建）第１－６１号　測量設計業務委託 笠間市美原三丁目地内　外
東海設計（株） 笠間営
業所

2,960,000 2,820,000 落札

３０笠商観（観光）第２３号　屋外トイレ実施設計業務委託 つつじ公園
建築研究所ｄａ－Ｖｉ
ｎｃｉ

1,920,000 1,815,000 落札

３０国補（農防）第１号　ため池豪雨詳細診断業務委託 不動谷津池
（株）明和技術コンサ
ルタンツ 笠間営業所

2,760,000 2,600,000 落札

入札日：平成３０年１０月２４日 （水）指名競争入札

件名 場所 落札業者
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（税抜）

落札金額
（税抜）

落札

３０市単（管）維持第１－５０８号　道路維持工事 笠間地区Ａブロック （株）高田工務店 4,500,000 4,400,000 落札

３０市単（管）維持第１－５０９号　道路維持工事 笠間地区Ｂブロック （有）長谷川工業 4,500,000 4,400,000 落札

３０笠水（鉛修）第４号　鉛管解消工事 笠間市鯉淵地内 （株）フカツー 7,640,000 7,500,000 落札

３０笠水（鉛修）第５号　鉛管解消工事 笠間市鯉淵地内 （有）佐藤設備工業 6,540,000 6,400,000 落札

３０笠水（鉛修）第６号　鉛管解消工事 笠間市八雲一丁目地内　外 （株）イチゲ電設 2,820,000 2,700,000 落札

３０笠水（笠建）第３号　配水管布設工事 笠間市池野辺地内 （有）アオヤギ 7,120,000 7,000,000 落札

次のページに続く



入札日：平成３０年１０月２４日 （水）指名競争入札

件名 場所 落札業者
予定価格
（税抜）

落札金額
（税抜）

落札

３０福振（環工）第２号　道路改良工事 笠間市福田地内 笠間重機土木 8,850,000 8,800,000 落札

３０市単（管）維持第２－５０９号　排水整備工事 笠間市南友部地内 （株）海老重建設 5,430,000 5,300,000 落札

３０市単（管）維持第２－２０４号　舗装修繕工事 笠間市旭町地内 大平建設（株） 4,740,000 4,700,000 落札

２９繰汚水交（農集）第１１２号　管路施設工事 笠間市鯉淵地内 日本営繕工業（株） 8,900,000 8,800,000 落札

３０笠市活（防犯）第１号　防犯カメラ設置工事 笠間市全域 東日本電気興業（株） 5,740,000 4,275,000 落札

３０市単（農集）第３０３号　曝気撹拌装置修繕工事 枝折川地区農業集落排水処理施設
日化メンテナンス（株） 東
日本支店茨城事業所 4,780,000 4,630,000 落札

３０笠生（委）第４号　数値地形図作成業務委託 笠間市笠間地内 （株）パスコ 茨城支店 6,770,000 6,220,000 落札

３１岩給（委）第１号　給食センター調理業務委託 岩間学校給食センター　外 (株)東洋食品 293,760,000 293,500,000 落札

３０市単（管）維持第３－６０２号　植栽管理業務委託 岩間地区 北條造園土木 780,000 760,000 落札

３０笠公（委）第１５号　空調機保守点検業務委託 笠間公民館 第一熱学建設(株) 568,000 520,000 落札

３０笠給（委）第７号　排水処理施設保守点検業務委託 笠間学校給食センター 水戸工機(株) 2,770,500 2,770,000 落札

３０笠水（委）第３号　自家用電気工作物保守点検業務委託 福田増圧ポンプ所　外 中村電気管理事務所 2,152,000 2,152,000 落札

３０市単公下第６２１１号　下水道管路内カメラ調査業務委託 笠間市住吉地内　外 (株)端工務店 5,930,000 5,900,000 落札
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３０笠選（委）第１号　ポスター掲示場作成業務委託 笠間市全域 (株)タナカ 15,854,300 13,398,000 落札

３０笠公（委）第１３号　定期清掃業務委託 笠間公民館 (株)アビック 830,000 800,000 決定

３０笠選（委）第３号　選挙事務派遣業務委託（単価契約） 笠間市役所　外
ランスタッド(株) 水戸
支店

1,450/時間 1,430/時間 落札

３０笠税第１号　市民税賦課事務労働者派遣（単価契約） 笠間市役所
(株)ＩＳＣ就職支援セ
ンター

1,400/時間 1,180/時間 落札

３０笠資第１８－４号　公用車購入 笠間市役所 (有)佐藤自動車 4,132,000 2,990,000 落札

３０笠資第１８－５号　公用車購入 笠間市役所 高浜モータース 3,130,000 2,740,000 落札

３０笠資第１８－６号　公用車購入 笠間市役所 (有)藤川モータース 2,160,000 1,680,000 落札

３０笠教（体備）第１号　スポーツトラクター購入 笠間市総合公園 (有)永山スポーツ笠間 3,128,000 3,090,000 落札

３０笠総情（備）第３号　基幹系プリンター機器購入 笠間市役所　外 (株)ＴＫＣ 18,516,000 15,476,000 落札

３０笠総情（備）第４号　共通仮想化基盤購入 笠間市役所
関彰商事(株) ビジネスソ
リューション部水戸支店 17,042,000 16,390,000 落札

３０笠総情（備）第６号　基幹系ＰＣ購入 笠間市役所 日興通信(株) 水戸支店 18,051,000 11,779,220 落札

３０こ備第１号　給食用食器購入 かさまこども園　外 三英物産(株) 891,900 787,200 落札


