
   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000435 入札日時 令和 3年 7月27日　　午前09時00分

令和6年評価替えに伴う土地評価資料作成業務委託
件名

場所 利根町町役場

期間 令和 3年 7月31日　から　令和 6年 3月20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）アイコンサルタント　茨城営業所　所長
　関口　慎二

1        ¥18,300,000                                     

朝日航洋（株）　水戸支店　支店長　嶋村　和
也

2        ¥18,900,000                                     

（株）ナカノアイシステム　北関東支店　支店
長　真壁　智

3        ¥18,600,000                                     

（株）パスコ　茨城支店　支店長　鈴木　治之4        ¥17,460,000                                     落札

（株）フジヤマ　東京支店　支店長　鈴木　直
実

5        ¥19,500,000                                     

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

（株）パスコ　茨城支店　支店長　鈴木　治之

（２）落札額 （税抜）        ¥17,460,000

       ¥19,206,000         ¥1,746,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥18,500,000

（税込）        ¥20,350,000 うち消費税相当額         ¥1,850,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000457 入札日時 令和 3年 7月27日　　午前09時10分

令和３年度無線LAN設置工事
件名

場所 利根町役場　外４箇所

期間 令和 3年 8月 3日　から　令和 4年 3月20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

茨城電話工業（株）　代表取締役　山本　裕幹1        ¥12,000,000                                     

河村電気工事（株）　代表取締役　河村　直樹2        ¥18,000,000                                     

常伸電通システム（株）　代表取締役　海東　
清ニ

3        ¥10,760,000                                     落札

都築電気（株）　水戸営業所　所長　菱沼　信
貴

4                                                       欠席

富士通Ｊａｐａｎ株式会社　埼玉支社　支社長
　大久保　尚

5        ¥13,755,000                                     

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

常伸電通システム（株）　代表取締役　海東　清ニ

（２）落札額 （税抜）        ¥10,760,000

       ¥11,836,000         ¥1,076,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥14,440,000

（税込）        ¥15,884,000 うち消費税相当額         ¥1,444,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000468 入札日時 令和 3年 7月27日　　午前09時20分

令和３年度　公営企業会計移行支援業務委託
件名

場所 利根町役場

期間 令和 3年 7月31日　から　令和 6年 3月20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

アジア航測（株）　水戸営業所　所長　出森　
弘造

1        ¥18,640,000                                     

エスティコンサルティング（株）　代表取締役
　稲垣　靖

2        ¥16,000,000                                     落札

（株）ぎょうせい　関東支社　支社長　藤原　
和秀

3                                                       辞退

パシフィックコンサルタンツ（株）　茨城事務
所　所長　梶原　亘

4        ¥24,300,000                                     

（株）パスコ　茨城支店　支店長　鈴木　治之5        ¥25,000,000                                     

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

エスティコンサルティング（株）　代表取締役　稲垣　靖

（２）落札額 （税抜）        ¥16,000,000

       ¥17,600,000         ¥1,600,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥23,550,000

（税込）        ¥25,905,000 うち消費税相当額         ¥2,355,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000470 入札日時 令和 3年 7月27日　　午前09時30分

令和３年度小型動力消防ポンプ積載車購入（第２分団）
件名

納入場所 利根町役場

納入期限 令和 4年 3月31日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

（有）カミス総合防災　茨城西南営業所　所長
　奥水　元錫

1         ¥8,019,170                                     

小池（株）　代表取締役　小池　裕之2         ¥7,870,670                                     

（株）土浦消防センター　代表取締役　中島　
大輔

3         ¥7,749,670                                     落札

トキワ産業（株）　代表取締役　奥村　正好4         ¥7,969,670                                     

（株）モリタ　東京支店　支店長　山北　忠司5         ¥7,953,170                                     

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

（株）土浦消防センター　代表取締役　中島　大輔

（２）落札額

（税込）        ¥7,749,670                 うち消費税相当額

（３）予定価格

        （税込）　　　　¥8,010,000         
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000471 入札日時 令和 3年 7月27日　　午前09時40分

令和３年度軽四輪駆動小型動力消防ポンプ積載車購入（第１８分団）
件名

納入場所 利根町役場

納入期限 令和 4年 3月31日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

（有）カミス総合防災　茨城西南営業所　所長
　奥水　元錫

1         ¥5,134,350                                     

小池（株）　代表取締役　小池　裕之2         ¥5,171,750                                     

（株）土浦消防センター　代表取締役　中島　
大輔

3         ¥4,863,750                                     落札

トキワ産業（株）　代表取締役　奥村　正好4         ¥5,083,750                                     

（株）モリタ　東京支店　支店長　山北　忠司5         ¥4,995,750                                     

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

（株）土浦消防センター　代表取締役　中島　大輔

（２）落札額

（税込）        ¥4,863,750                 うち消費税相当額

（３）予定価格                

        （税込）　　　　¥5,010,000         

　


