令和３年度 指名競争入札結果
入札日

事 業 名

場 所

入札指名（参加）業者名

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

8,140,000

7,920,000

株式会社アイコンサルタント
茨城営業所

7,590,000

7,205,000

三展ミネコンサルタント 株式会社

12,320,000

11,550,000

有限会社 フドウ測量設計

2,255,000

2,145,000

株式会社 サンキヨウ技研

1,815,000

1,705,000

落札業者

６月実施の入札結果
有限会社 糸賀建設興業
町道108、212、213、4373号線除草工事

有限会社 川村建設工業
生板鍋子新田
有限会社 糸賀建設興業
～十三間戸 株式会社 コスモ興業
サン建設工業 株式会社
株式会社アイコンサルタント 茨城営業所

６月１８日（金）

朝日航洋株式会社 水戸支店
アジア航測株式会社 水戸営業所

河内町農業振興地域整備計画策定業務委託

河内町全域

国際航業株式会社 水戸営業所
昭和建設株式会社 茨城営業所

株式会社大輝 茨城支店
株式会社ﾊﾟｽｺ 茨城支店
７月実施の入札結果
株式会社 サンキヨウ技研
新設認定こども園上下水道設計業務委託

河内町長竿地内

三展ミネコンサルタント 株式会社
つくば測量コンサルタント 有限会社

有限会社 フドウ測量設計
株式会社 サンキヨウ技研
７月９日（金） 町道1273号線舗装補修工事測量・設計業務委託

河内町
小林町歩地内

三展ミネコンサルタント 株式会社
つくば測量コンサルタント 有限会社

有限会社 フドウ測量設計
株式会社 サンキヨウ技研
町道4354号線舗装補修工事測量・設計業務委託

河内町
金江津地内

三展ミネコンサルタント 株式会社
つくば測量コンサルタント 有限会社

有限会社 フドウ測量設計

令和３年度 指名競争入札結果
入札日

事 業 名

場 所

入札指名（参加）業者名

落札業者

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

株式会社 コスモ興業

33,330,000

32,890,000

株式会社 土浦消防センター

2,640,000

2,420,000

ランドブレイン株式会社

1,980,000

1,958,000

有限会社 糸賀建設興業

7,700,000

7,535,000

つくば測量コンサルタント 有限会社

3,905,000

3,685,000

三展ミネコンサルタント 株式会社

2,750,000

2,530,000

７月実施の入札結果
有限会社 川村建設工業
７月１５日（木）

新設認定こども園造成工事

河内町長竿地内

株式会社 コスモ興業
サン建設工業 株式会社
細谷建設工業 株式会社
株式会社 アサヒ

河内町消防団小型動力消防ポンプ購入

河内町役場内

有限会社 カミス総合防災 茨城西南営業所

株式会社 土浦消防センター
株式会社 都市環境計画研究所 茨城営業所

利根川左岸堤防（４市町）における命を繋ぐ道路基本構想策定業務

河内町全域

株式会社 ミカミ
ランドブレイン株式会社
有限会社 糸賀建設興業

町道2098、2108号線排水整備工事

河内町源清田遠下地内

有限会社川村建設工業
有限会社 郡南ブロック工業

７月２８日（水）

株式会社 コスモ興業
株式会社 サンキヨウ技研
茅沼基礎調査作成業務委託

河内町生板地内

三展ミネコンサルタント 株式会社
つくば測量コンサルタント 有限会社

有限会社 フドウ測量設計
株式会社 サンキヨウ技研
能場沼基礎調査作成業務委託

河内町金江津地内

三展ミネコンサルタント 株式会社
つくば測量コンサルタント 有限会社

有限会社 フドウ測量設計

令和３年度 指名競争入札結果
入札日

事 業 名

場 所

入札指名（参加）業者名

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

4,565,000

4,345,000

有限会社 大久保設備

10,230,000

9,900,000

瀬尾建設 有限会社

10,450,000

10,010,000

サン建設工業 株式会社

3,575,000

3,278,000

株式会社 江口電気商会

18,150,000

18,150,000

有限会社 川村建設工業

15,620,000

15,136,000

落札業者

７月実施の入札結果
協和測量株式会社
大鍋地区・上金江津地区配水管布設替工事設計委託

河内町大鍋地内 株式会社 サンキヨウ技研
有限会社 フドウ測量設計
・金江津地内
つくば測量コンサルタント 有限会社
有限会社 フドウ測量設計
有限会社 糸賀建設興業

手栗地区水管橋更新工事

河内町手栗地内

有限会社 大久保設備
有限会社 髙榮組
株式会社 コスモ興業
有限会社 大久保設備

小弓橋水管橋更新工事

河内町長竿地内

有限会社 郡南ブロック工業

有限会社 髙榮組
瀬尾建設 有限会社

７月２８日（水）

有限会社 大久保設備
生板バイパス工事に伴う下水道仮設配管工事 河内町生板地内

有限会社 川村建設工業
サン建設工業 株式会社
常磐建設 株式会社
株式会社 江口電気商会

河内町中央公民館屋外変電設備更新工事

河内町長竿地内

河村電気工事 株式会社
協進電設 株式会社
有限会社 古河電設
有限会社 川村建設工業

町道102号線舗装補修工事

河内町羽子騎地内

有限会社 郡南ブロック工業

株式会社 コスモ興業
サン建設工業 株式会社

令和３年度 指名競争入札結果
入札日

事 業 名

場 所

入札指名（参加）業者名

落札業者

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

株式会社 相澤建築設計事務所

1,980,000

1,925,000

常陸測工 株式会社

6,600,000

5,335,000

株式会社 坂本都市設計

4,070,000

3,795,000

有限会社 フドウ測量設計

3,355,000

3,190,000

有限会社 川村建設工業

14,960,000

14,685,000

有限会社 髙榮組

7,865,000

7,700,000

9月実施の入札結果
株式会社 相澤建築設計事務所
有限会社 大野建築設計事務所

河内町水道管理事務所改修工事設計委託

河内町長竿地内 株式会社 岡野建築設計事務所
つくば建築設計事務所 株式会社
株式会社 横須賀満夫建築設計事務所

株式会社 日水コン 茨城事務所

河内町水道事業変更認可申請書作成委託

河内町長竿地内

株式会社 日本水道設計社 茨城営業所

常陸測工 株式会社
株式会社 吉沢水道コンサルタント 水戸事務所

協和測量株式会社
片巻地区水管橋更新工事設計委託

河内町片巻地内

９月８日（水）

株式会社 坂本都市設計
株式会社 サンキヨウ技研
有限会社 フドウ測量設計
株式会社 坂本都市設計

手栗地区家屋調査業務委託

河内町手栗地内

株式会社 サンキヨウ技研
三展ミネコンサルタント 株式会社

有限会社 フドウ測量設計
有限会社 川村建設工業
町道1210，1216号線舗装補修工事

河内町生板小巻地内

有限会社 郡南ブロック工業

有限会社 髙榮組
サン建設工業株式会社
有限会社 川村建設工業

町道2144，2145号線排水整備工事

河内町源清田保村地内

株式会社 コスモ興業
有限会社 髙榮組
サン建設工業株式会社

令和３年度 指名競争入札結果
入札日

事 業 名

場 所

入札指名（参加）業者名

落札業者

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

サン建設工業株式会社

39,050,000

38,280,000

細谷建設工業株式会社

48,400,000

47,520,000

細谷建設工業株式会社

68,200,000

66,880,000

有限会社 秋山建築設計事務所

2,255,000

2,200,000

株式会社 岡野建築設計事務所

2,695,000

2,585,000

9月実施の入札結果
有限会社 川村建設工業
９月８日（水） かわち水と緑のふれあい公園駐車場整備工事 河内町長竿地内

株式会社 コスモ興業
サン建設工業株式会社
細谷建設工業株式会社
櫻井建設工業株式会社
大昭建設株式会社

農産物直売所改修工事

河内町長竿地内 常磐建設株式会社
日高見建設工業株式会社
細谷建設工業株式会社

９月１４日（火）

櫻井建設工業株式会社
大昭建設株式会社
サイクルステーション建設工事

河内町長竿地内 常磐建設株式会社
日高見建設工業株式会社
細谷建設工業株式会社
10月実施の入札結果
株式会社 相澤建築設計事務所
有限会社 秋山建築設計事務所

旧みずほ小学校体育館及びプール解体工事実施設計業務委託

河内町源清田地内 有限会社 大野建築設計事務所
株式会社 岡野建築設計事務所
つくば建築設計事務所 株式会社

１０月７日（木）

株式会社 相澤建築設計事務所
有限会社 秋山建築設計事務所

河内町中央公民館解体工事設計業務

河内町長竿地内 有限会社 大野建築設計事務所
株式会社 岡野建築設計事務所
つくば建築設計事務所 株式会社

令和３年度 指名競争入札結果
入札日

事 業 名

場 所

入札指名（参加）業者名

落札業者

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

有限会社 フドウ測量設計

3,025,000

2,805,000

サン建設工業 株式会社

5,060,000

5,038,000

有限会社 フドウ測量設計

6,380,000

6,050,000

有限会社 田中工務店

7,480,000

7,370,000

有限会社 大久保設備

8,910,000

8,690,000

有限会社 田中工務店

3,135,000

3,080,000

10月実施の入札結果
株式会社 坂本都市設計
生板バイパス工事に伴う配水管布設替工事設計業務委託

河内町生板地内

三展ミネコンサルタント 株式会社
つくば測量コンサルタント 有限会社

有限会社 フドウ測量設計
有限会社 糸賀建設興業
１０月７日（木） 生板バイパス工事に伴う下水道布設替え配管工事 河内町生板地内

有限会社 川村建設工業
株式会社 コスモ興業
サン建設工業 株式会社
株式会社 坂本都市設計

生板バイパス工事に伴う下水道設計業務委託 河内町生板地内

三展ミネコンサルタント 株式会社
つくば測量コンサルタント 有限会社

有限会社 フドウ測量設計
有限会社 大久保設備
町内公民館（各分館）・社会体育施設トイレ改修工事（第１地区）

河内町内

有限会社 川村建設工業
有限会社 髙榮組
有限会社 田中工務店
有限会社 大久保設備

１０月１３日（水）

町内公民館（各分館）・社会体育施設トイレ改修工事（第２地区）

河内町内

有限会社 川村建設工業
有限会社 髙榮組
有限会社 田中工務店
有限会社 髙榮組

河内町農村環境改善センタートイレ改修工事

河内町長竿地内

サン建設工業 株式会社
瀬尾建設 有限会社
有限会社 田中工務店

令和３年度 指名競争入札結果
入札日

事 業 名

場 所

入札指名（参加）業者名

落札業者

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

有限会社 フドウ測量設計

5,500,000

5,280,000

株式会社コスモ興業

12,650,000

12,210,000

5,720,000

3,058,000

3,025,000

2,970,000

ヒラデ・スタイル 株式会社

3,025,000

2,999,700

有限会社 大久保設備

16,830,000

14,927,000

11月実施の入札結果
株式会社 坂本都市設計
町道4281号線排水整備工事測量・設計業務委託 河内町田川地内

三展ミネコンサルタント 株式会社
つくば測量コンサルタント 有限会社

有限会社 フドウ測量設計

１１月１９日（金）

有限会社 髙榮組
町道3071号線道路改良工事（第３工区）

河内町長竿地内

株式会社 コスモ興業
サン建設工業 株式会社
有限会社 田中工務店
株式会社 アイコンサルタント 茨城営業所

応用地質株式会社 茨城営業所

河内町国土強靭化地域計画策定業務委託

河内町内

株式会社 シティ・プランニング 株式会社 シティ・プランニング

昭和株式会社 茨城営業所
株式会社都市環境計画研究所 茨城営業所

株式会社相澤建築設計事務所

河内町緊急避難施設計画基本調査業務委託 河内町片巻地内

株式会社 楠山設計 茨城営業所 株式会社 楠山設計 茨城営業所

つくば建築設計事務所株式会社

１１月１９日（金）

有限会社栄進オフィス 稲敷支社

農産物直売所・サイクルステーション備品等購入 河内町長竿地内

コクヨ北関東販売株式会社 茨城支店

株式会社 千葉測器
ヒラデ・スタイル 株式会社

有限会社 大久保設備
大鍋地区配水管布設替工事

河内町生板地内

有限会社 川村建設工業
有限会社 郡南ブロック工業

細谷建設工業株式会社

令和３年度 指名競争入札結果
入札日

事 業 名

場 所

入札指名（参加）業者名

落札業者

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

サン建設工業株式会社

5,170,000

5,060,000

有限会社 川村建設工業

31,350,000

31,240,000

有限会社 糸賀建設興業

31,350,000

31,130,000

日興通信株式会社 鹿島支店

2,860,000

2,860,000

有限会社 田中工務店

13,200,000

12,650,000

株式会社ニューライフ

49,500,000

49,500,000

11月実施の入札結果

有限会社 糸賀建設興業
上金江津地区石綿管布設替工事（１工区）

河内町金江津地内

有限会社 大久保設備
有限会社 郡南ブロック工業

サン建設工業株式会社

１１月１９日（金）

有限会社 糸賀建設興業
03社資交公下第１号 公共下水道工事（第１工区） 河内町手栗地内

有限会社 川村建設工業

株式会社 コスモ興業
サン建設工業株式会社
有限会社 糸賀建設興業

１１月１９日（金） 03社資交公下第２号 公共下水道工事（第２工区） 河内町手栗地内

有限会社 川村建設工業

株式会社 コスモ興業
サン建設工業株式会社
関彰商事株式会社 ビジネスソリューション部守谷支店

１１月２６日（金） 河内町立かわち学園ＩＣＴ機器購入（ＡＣアダプタ） 河内町立かわち学園

株式会社 千葉測器
日興通信株式会社 鹿島支店

ヒラデ・スタイル株式会社
12月実施の入札結果

有限会社 髙榮組
河内町長竿地内
１２月２２日（水）

河内町運動広場施設内トイレ新築工事

（中央公民館敷地
内）

大昭建設株式会社
有限会社 田中工務店
常磐建設株式会社
細谷建設工業株式会社

３月２５日（金）

庁内サーバシステム構築事業

河内町役場本庁舎内

株式会社 エイ・ビー・エス
株式会社ニューライフ

