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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000575 入札日時 令和 3年10月26日　　午前09時00分

３道維第３号　舗装修繕工事
件名

場所 町道１０２号線　利根町立木地内

期間 令和 3年11月 2日　から　令和 4年 3月 1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         ¥8,800,000                                     落札

櫻井建設工業（株）　代表取締役　櫻井　俊一2         ¥9,000,000                                     

（株）セイビ　代表取締役　寺田　誠3                                                       辞退

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄4         ¥8,900,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久5         ¥8,980,000                                     
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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）         ¥8,800,000

        ¥9,680,000           ¥880,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥9,070,000

（税込）         ¥9,977,000 うち消費税相当額           ¥907,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000576 入札日時 令和 3年10月26日　　午前09時10分

３道維第４号　舗装修繕工事
件名

場所 町道２０８４号線　利根町八幡台地内

期間 令和 3年11月 2日　から　令和 4年 2月 9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         ¥1,550,000                                     

（有）タツミ開發　代表取締役　川村　貞夫2         ¥1,500,000                                     落札

（株）平川建設　代表取締役　平川　智美3                                                       辞退

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）タツミ開發　代表取締役　川村　貞夫

（２）落札額 （税抜）         ¥1,500,000

        ¥1,650,000           ¥150,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥1,560,000

（税込）         ¥1,716,000 うち消費税相当額           ¥156,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000577 入札日時 令和 3年10月26日　　午前09時20分

３道維第８号　道路修繕工事
件名

場所 町道２０９号線　利根町押戸地内

期間 令和 3年11月 2日　から　令和 4年 3月21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        ¥19,040,000                                     

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代2        ¥19,030,000                                     

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史3        ¥18,850,000                                     落札

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久4        ¥19,000,000                                     

増川建設（株）　代表取締役　増川　剛5        ¥19,000,000                                     

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

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史

（２）落札額 （税抜）        ¥18,850,000

       ¥20,735,000         ¥1,885,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥19,050,000

（税込）        ¥20,955,000 うち消費税相当額         ¥1,905,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000588 入札日時 令和 3年10月26日　　午前09時30分

３防安交道改委第２号　家屋調査業務委託
件名

場所 町道１１２号線　利根町立木地内

期間 令和 3年10月30日　から　令和 4年 1月27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         ¥1,020,000                                     落札

（株）三喜コンサルタント　土浦支店　取締役
土浦支店長　滝崎　利幸

2                                                       無効

三陽用地（株）　代表取締役　市川　博美3         ¥1,040,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）アイワ技研　代表取締役　髙田　正道

（２）落札額 （税抜）         ¥1,020,000

        ¥1,122,000           ¥102,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥1,090,000

（税込）         ¥1,199,000 うち消費税相当額           ¥109,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000594 入札日時 令和 3年10月26日　　午前09時40分

３道橋第１号　橋梁修繕工事
件名

場所 町道１０２・２０１号線　利根町横須賀・下曽根地内

期間 令和 3年11月 2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

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　康雄1        ¥17,320,000                                     落札

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代2        ¥17,580,000                                     

（株）セイビ　代表取締役　寺田　誠3                                                       辞退

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄4        ¥17,580,000                                     

増川建設（株）　代表取締役　増川　剛5        ¥17,580,000                                     
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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）        ¥17,320,000

       ¥19,052,000         ¥1,732,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥17,590,000

（税込）        ¥19,349,000 うち消費税相当額         ¥1,759,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000596 入札日時 令和 3年10月26日　　午前09時50分

令和３年度　公用車賃貸借（ハイブリッド車）
件名

場所 利根町役場

期間 令和 4年 2月 1日　から　令和 9年 1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）トヨタレンタリース茨城　代表取締役　
幡谷　浩史

1                                                       辞退

株式会社日産フィナンシャルサービス　代表取
締役　風間　一彦

2         ¥2,280,000                                     

日本カーソリューションズ（株）　水戸支店　
水戸支店長　岡田　義昭

3         ¥2,244,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

日本カーソリューションズ（株）　水戸支店　水戸支店長　岡田　義昭

（２）落札額 （税抜）         ¥2,244,000

        ¥2,468,400           ¥224,400（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 2021000598 入札日時 令和 3年10月26日　　午前10時00分

３国補公下維第２号　汚水管渠更生工事
件名

場所 利根町　羽根野・早尾・布川地内

期間 令和 3年11月 2日　から　令和 4年 3月 1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         ¥9,810,000                                     

（有）櫻文工業　代表取締役　櫻井　文夫2         ¥9,780,000                                     

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代3         ¥9,700,000                                     落札

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久4         ¥9,800,000                                     

（株）平川建設　代表取締役　平川　智美5         ¥9,790,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代

（２）落札額 （税抜）         ¥9,700,000

       ¥10,670,000           ¥970,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥9,810,000

（税込）        ¥10,791,000 うち消費税相当額           ¥981,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000599 入札日時 令和 3年10月26日　　午前10時10分

３町単公下維第５号　雨水路改築工事
件名

場所 利根町布川地内

期間 令和 3年11月 2日　から　令和 4年 3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

石塚建設（株）　代表取締役　石塚　幸貞1        ¥17,630,000                                     

（有）櫻文工業　代表取締役　櫻井　文夫2        ¥17,600,000                                     

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　康雄3        ¥17,550,000                                     

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代4        ¥17,400,000                                     落札

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久5        ¥17,600,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代

（２）落札額 （税抜）        ¥17,400,000

       ¥19,140,000         ¥1,740,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥17,640,000

（税込）        ¥19,404,000 うち消費税相当額         ¥1,764,000


