
   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000279 入札日時 令和 3年 6月 1日　　午前09時00分

令和３年度　図書館空調設備改修工事設計業務委託
件名

場所 利根町図書館

期間 令和 3年 6月 5日　から　令和 3年12月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

（株）青山建築設計事務所　代表取締役　青山
　立美

1         ¥4,350,000                                     

（有）大野建築設計事務所　代表取締役　大野
　雅明

2         ¥3,970,000                                     落札

（株）増山栄建築設計事務所　代表取締役　増
山　栄

3         ¥4,280,000                                     

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（有）大野建築設計事務所　代表取締役　大野　雅明

（２）落札額 （税抜）         ¥3,970,000

        ¥4,367,000           ¥397,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,420,000

（税込）         ¥4,862,000 うち消費税相当額           ¥442,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000280 入札日時 令和 3年 6月 1日　　午前09時10分

3小管工第5号　布川小学校駐車場及びバスロータリー整備工事
件名

場所 利根町大字布川4230番地

期間 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年12月 4日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　康雄1        ¥17,300,000                                     落札

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代2        ¥17,700,000                                     

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史3        ¥17,370,000                                     

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄4        ¥17,490,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久5        ¥17,500,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　康雄

（２）落札額 （税抜）        ¥17,300,000

       ¥19,030,000         ¥1,730,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥17,720,000

（税込）        ¥19,492,000 うち消費税相当額         ¥1,772,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000186 入札日時 令和 3年 6月 1日　　午前09時20分

３防安交道維第１号　舗装修繕工事
件名

場所 町道１０９号線　利根町布川地内

期間 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年10月 5日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

石塚建設（株）　代表取締役　石塚　幸貞1        ¥26,690,000                                     

（株）イトウ　代表取締役　伊藤　こう2        ¥26,500,000                                     

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　康雄3        ¥26,680,000                                     

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代4        ¥21,900,000                                     

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄5        ¥20,800,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄

（２）落札額 （税抜）        ¥20,800,000

       ¥22,880,000         ¥2,080,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥26,710,000

（税込）        ¥29,381,000 うち消費税相当額         ¥2,671,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000218 入札日時 令和 3年 6月 1日　　午前09時30分

３道維第６号　舗装修繕工事
件名

場所 町道１３１１号線　利根町押戸地内

期間 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年10月 5日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　康雄1        ¥13,250,000                                     

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代2        ¥13,280,000                                     

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史3        ¥12,800,000                                     落札

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄4        ¥12,900,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久5        ¥13,000,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史

（２）落札額 （税抜）        ¥12,800,000

       ¥14,080,000         ¥1,280,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥13,300,000

（税込）        ¥14,630,000 うち消費税相当額         ¥1,330,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000207 入札日時 令和 3年 6月 1日　　午前09時40分

３道橋委第１号　道路橋定期点検業務委託
件名

場所 利根町地内

期間 令和 3年 6月 5日　から　令和 3年12月11日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

（株）アイワ技研　代表取締役　髙田　正道1         ¥9,050,000                                     

（株）ＫＳＫ　代表取締役　山下　英俊2         ¥7,000,000                                     

三展ミネコンサルタント（株）　代表取締役　
井上　浩之

3         ¥6,900,000                                     落札

（株）ジステック　代表取締役　山口　博司4         ¥9,080,000                                     

（株）日本インシーク　茨城支店　支店長　井
関　隆雄

5         ¥7,430,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

三展ミネコンサルタント（株）　代表取締役　井上　浩之

（２）落札額 （税抜）         ¥6,900,000

        ¥7,590,000           ¥690,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥8,970,000

（税込）         ¥9,867,000 うち消費税相当額           ¥897,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000208 入札日時 令和 3年 6月 1日　　午前09時50分

令和３年度　空調設備保守管理業務委託
件名

場所 利根町役場

期間 令和 3年 6月 5日　から　令和 4年 3月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

タカラビルメン（株）　代表取締役　中込　太
郎

1         ¥2,590,000                                     

（株）東進ビルシステム　茨城支店　支店長　
古澤　昌久

2         ¥2,500,000                                     落札

日本設備管理（株）　龍ケ崎営業所　営業所長
　今井　喜由

3         ¥2,550,000                                     

4                                                       

5                                                       
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）東進ビルシステム　茨城支店　支店長　古澤　昌久

（２）落札額 （税抜）         ¥2,500,000

        ¥2,750,000           ¥250,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,660,000

（税込）         ¥2,926,000 うち消費税相当額           ¥266,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000263 入札日時 令和 3年 6月 1日　　午前10時00分

令和３年度町有地不動産鑑定業務委託
件名

場所 利根町役場

期間 令和 3年 6月 5日　から　令和 3年 8月 3日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

茨城総合鑑定所　所長　河村　直行1         ¥1,700,000                                     

筑波補償鑑定（株）　代表取締役　土田　達雄2         ¥1,680,000                                     落札

羽場不動産鑑定事務所　代表者　羽場　睦夫3         ¥1,720,000                                     

4                                                       

5                                                       
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

筑波補償鑑定（株）　代表取締役　土田　達雄

（２）落札額 （税抜）         ¥1,680,000

        ¥1,848,000           ¥168,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥1,769,000

（税込）         ¥1,945,900 うち消費税相当額           ¥176,900


