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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000380 入札日時 令和 3年 6月29日　　午前09時00分

3小管工第6号　小学校手洗い自動水栓改修工事
件名

場所 利根町大字下曽根254番地　ほか2箇所

期間 令和 3年 7月 6日　から　令和 3年11月 2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

（有）大久保設備　利根営業所　営業所所長　
大久保　隆司

1         ¥7,500,000                                     落札

（株）関東エルエンジニアリング　代表取締役
　金　鉄昊

2         ¥7,880,000                                     

（株）舘野設備工業　利根支店　支店長　舘野
　寛子

3         ¥7,660,000                                     

（有）広瀬設備工業　代表取締役　広瀬　昇4         ¥7,790,000                                     

増川建設（株）　代表取締役　増川　剛5         ¥7,900,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（有）大久保設備　利根営業所　営業所所長　大久保　隆司

（２）落札額 （税抜）         ¥7,500,000

        ¥8,250,000           ¥750,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥7,980,000

（税込）         ¥8,778,000 うち消費税相当額           ¥798,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000381 入札日時 令和 3年 6月29日　　午前09時10分

3中管工第4号　中学校手洗い自動水栓改修工事
件名

場所 利根町大字横須賀1277番地

期間 令和 3年 7月 6日　から　令和 3年11月 2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

（有）大久保設備　利根営業所　営業所所長　
大久保　隆司

1         ¥4,800,000                                     

（株）関東エルエンジニアリング　代表取締役
　金　鉄昊

2         ¥4,830,000                                     

（株）舘野設備工業　利根支店　支店長　舘野
　寛子

3         ¥4,710,000                                     落札

（有）広瀬設備工業　代表取締役　広瀬　昇4         ¥4,885,000                                     

増川建設（株）　代表取締役　増川　剛5         ¥4,860,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）舘野設備工業　利根支店　支店長　舘野　寛子

（２）落札額 （税抜）         ¥4,710,000

        ¥5,181,000           ¥471,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,960,000

（税込）         ¥5,456,000 うち消費税相当額           ¥496,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000386 入札日時 令和 3年 6月29日　　午前09時20分

３道街第１号　街路灯改修工事
件名

場所 町道２１３１号線外　利根町地内

期間 令和 3年 7月 6日　から　令和 3年11月12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

（有）猪瀬電気　代表取締役　猪瀬　光昭1        ¥10,150,000                                     

栗山電気（株）　代表取締役　栗山　武志2                                                       辞退

ムトウ電設工業（株）　代表取締役社長　武藤
　富士夫

3        ¥10,100,000                                     

山一電気工業（株）　代表取締役　石山　新一4         ¥9,900,000                                     落札

（有）六本木電気工事　代表取締役　六本木　
孝

5        ¥10,150,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

山一電気工業（株）　代表取締役　石山　新一

（２）落札額 （税抜）         ¥9,900,000

       ¥10,890,000           ¥990,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥10,690,000

（税込）        ¥11,759,000 うち消費税相当額         ¥1,069,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000400 入札日時 令和 3年 6月29日　　午前09時30分

３防安交道改第２号　道路改良工事　３道維第９号　道路修繕工事　　合併工事
件名

場所 町道１１２・１０２号線　利根町立木地内

期間 令和 3年 7月 6日　から　令和 4年 3月17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        ¥21,670,000                                     

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　康雄2        ¥21,600,000                                     

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代3        ¥21,400,000                                     

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄4        ¥21,500,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久5        ¥21,250,000                                     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）野口建設　代表取締役　野口　克久

（２）落札額 （税抜）        ¥21,250,000

       ¥23,375,000         ¥2,125,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥21,690,000

（税込）        ¥23,859,000 うち消費税相当額         ¥2,169,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000372 入札日時 令和 3年 6月29日　　午前09時40分

令和３年度　庁舎カウンターパーテーション設置工事
件名

場所 利根町役場

期間 令和 3年 7月 6日　から　令和 3年10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

（株）イトウ　代表取締役　伊藤　こう1         ¥6,850,000                                     

櫻井建設工業（株）　代表取締役社長　櫻井　
俊一

2         ¥6,900,000                                     

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史3         ¥8,500,000                                     

細谷建設工業（株）　代表取締役　細谷　よし
の

4         ¥6,700,000                                     

増川建設（株）　代表取締役　増川　剛5         ¥6,600,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

増川建設（株）　代表取締役　増川　剛

（２）落札額 （税抜）         ¥6,600,000

        ¥7,260,000           ¥660,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥8,400,000

（税込）         ¥9,240,000 うち消費税相当額           ¥840,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000373 入札日時 令和 3年 6月29日　　午前09時50分

令和３年度　庁舎消防用設備保守点検業務委託
件名

場所 利根町役場

期間 令和 3年 7月 3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

（株）つくば電気通信　代表取締役　植田　利
収

1         ¥1,975,000                                     

ニッタン（株）　つくば支店　支店長　藤田　
篤

2         ¥1,680,000                                     落札

能美防災（株）　土浦営業所　所長　西澤　一
茂

3         ¥2,000,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

ニッタン（株）　つくば支店　支店長　藤田　篤

（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）         ¥1,680,000

（税込）         ¥1,848,000 うち消費税相当額           ¥168,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000384 入札日時 令和 3年 6月29日　　午前10時00分

令和３年度　庁舎トイレ手洗い自動水栓改修工事
件名

場所 利根町役場

期間 令和 3年 7月 6日　から　令和 3年11月 2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

（有）大久保設備　利根営業所　営業所所長　
大久保　隆司

1         ¥2,520,000                                     

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史2         ¥2,460,000                                     落札

増川建設（株）　代表取締役　増川　剛3         ¥2,530,000                                     
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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）         ¥2,460,000

        ¥2,706,000           ¥246,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,560,000

（税込）         ¥2,816,000 うち消費税相当額           ¥256,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000338 入札日時 令和 3年 6月29日　　午前10時10分

３町単公下維第２号　マンホール維持管理工事
件名

場所 利根町早尾・羽根野・布川地内

期間 令和 3年 7月 6日　から　令和 3年10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

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄1         ¥2,200,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久2         ¥2,210,000                                     

（有）原興業　取締役　湯原　明3         ¥2,190,000                                     落札

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（有）原興業　取締役　湯原　明

（２）落札額 （税抜）         ¥2,190,000

        ¥2,409,000           ¥219,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,220,000

（税込）         ¥2,442,000 うち消費税相当額           ¥222,000


