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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000631 入札日時 令和 3年11月30日　　午後01時30分

３道維第５号　舗装修繕工事
件名

場所 町道１０５号線　利根町早尾地内

期間 令和 3年12月 7日　から　令和 4年 3月26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　幸男1         ¥6,300,000                                     

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史2         ¥6,300,000                                     

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄3         ¥6,150,000                                     落札

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久4         ¥6,340,000                                     

（有）原興業　取締役　湯原　明5         ¥6,300,000                                     
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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）         ¥6,150,000

        ¥6,765,000           ¥615,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,350,000

（税込）         ¥6,985,000 うち消費税相当額           ¥635,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000645 入札日時 令和 3年11月30日　　午後01時40分

３道維第２号　道路修繕工事
件名

場所 町道１３２９号線外　利根町大房地内

期間 令和 3年12月 7日　から　令和 4年 3月26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         ¥5,330,000                                     

（有）櫻文工業　代表取締役　櫻井　文夫2         ¥5,300,000                                     

（有）タツミ開發　代表取締役　川村　貞夫3         ¥4,680,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久4         ¥4,370,000                                     落札

（有）原興業　取締役　湯原　明5         ¥5,330,000                                     
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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）         ¥4,370,000

        ¥4,807,000           ¥437,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥5,340,000

（税込）         ¥5,874,000 うち消費税相当額           ¥534,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000641 入札日時 令和 3年11月30日　　午後01時50分

３道街樹第１号　街路樹剪定工事
件名

場所 町道２５２４号線外　利根町四季の丘地内

期間 令和 3年12月 7日　から　令和 4年 2月24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         ¥2,140,000                                     

茨城県県南造園土木（業）　理事長　外塚　真
由美

2         ¥2,140,000                                     

常盤造園建設（株）　代表取締役　飯田　俊美3         ¥2,100,000                                     落札

増川建設（株）　代表取締役　増川　剛4         ¥2,130,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

常盤造園建設（株）　代表取締役　飯田　俊美

（２）落札額 （税抜）         ¥2,100,000

        ¥2,310,000           ¥210,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,150,000

（税込）         ¥2,365,000 うち消費税相当額           ¥215,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000647 入札日時 令和 3年11月30日　　午後02時00分

３国補公下委第１号　汚水管渠調査委託
件名

場所 利根町立木・早尾地内

期間 令和 3年12月 4日　から　令和 4年 3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）シイナクリーン　代表取締役　椎名　誠1         ¥6,720,000                                     

（有）トヨダ　代表取締役　豊田　利雄2         ¥6,700,000                                     

（株）中城　代表取締役　宮本　房幸3         ¥6,600,000                                     

（株）端工務店　代表取締役　端　孝男4         ¥6,600,000                                     

（株）光商社　代表取締役　杉山　徹5         ¥6,560,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）光商社　代表取締役　杉山　徹

（２）落札額 （税抜）         ¥6,560,000

        ¥7,216,000           ¥656,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,810,000

（税込）         ¥7,491,000 うち消費税相当額           ¥681,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000654 入札日時 令和 3年11月30日　　午後02時10分

令和３年度利根町営ドッグラン建設工事
件名

場所 上曽根運動公園

期間 令和 3年12月 7日　から　令和 4年 3月16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         ¥8,400,000                                     落札

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史2         ¥8,540,000                                     

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄3         ¥8,450,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久4         ¥8,530,000                                     

（有）原興業　取締役　湯原　明5         ¥8,530,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

石塚建設（株）　代表取締役　石塚　幸貞

（２）落札額 （税抜）         ¥8,400,000

        ¥9,240,000           ¥840,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥8,540,000

（税込）         ¥9,394,000 うち消費税相当額           ¥854,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000643 入札日時 令和 3年11月30日　　午後02時20分

令和3年度利根町インキュベーション施設（空き店舗）内装工事
件名

場所 利根町布川2115番地105

期間 令和 3年12月 7日　から　令和 4年 3月26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

櫻井建設工業（株）　代表取締役　櫻井　俊一1         ¥7,950,000                                     

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史2         ¥7,650,000                                     落札

成島建設（株）　代表取締役　成島　隆平3                                                       辞退

細谷建設工業（株）　代表取締役　細谷　よし
の

4         ¥8,000,000                                     

増川建設（株）　代表取締役　増川　剛5         ¥7,800,000                                     
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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）         ¥7,650,000

        ¥8,415,000           ¥765,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥7,690,000

（税込）         ¥8,459,000 うち消費税相当額           ¥769,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000648 入札日時 令和 3年11月30日　　午後02時30分

令和３年度　利根親水公園池縁亀金網設置工事
件名

場所 利根親水公園

期間 令和 3年12月 7日　から　令和 4年 3月16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         ¥3,300,000                                     

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　幸男2         ¥3,600,000                                     

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史3         ¥3,250,000                                     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）杉山組　代表取締役　杉山　貴史

（２）落札額 （税抜）         ¥3,250,000

        ¥3,575,000           ¥325,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,260,000

（税込）         ¥3,586,000 うち消費税相当額           ¥326,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000649 入札日時 令和 3年11月30日　　午後02時40分

令和３年度　利根親水公園灯設置工事
件名

場所 利根親水公園

期間 令和 3年12月 7日　から　令和 4年 3月16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

ムトウ電設工業（株）　代表取締役社長　武藤
　富士夫

1         ¥2,000,000                                     落札

山一電気工業（株）　代表取締役　石山　新一2         ¥3,150,000                                     

（有）六本木電気工事　代表取締役　六本木　
孝

3         ¥2,850,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

ムトウ電設工業（株）　代表取締役社長　武藤　富士夫

（２）落札額 （税抜）         ¥2,000,000

        ¥2,200,000           ¥200,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,220,000

（税込）         ¥3,542,000 うち消費税相当額           ¥322,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000652 入札日時 令和 3年11月30日　　午後02時50分

令和３年度　利根町公園案内標識設置工事
件名

場所 上曽根運動公園　外６件

期間 令和 3年12月 7日　から　令和 4年 3月26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）アコオ　代表取締役　宇都宮　浩1         ¥4,400,000         ¥4,320,000         ¥4,250,000 落札

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史2         ¥6,000,000                                     辞退

正和産業（株）　代表取締役　上沢　昌幸3         ¥4,420,000         ¥4,350,000         ¥4,270,000
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）アコオ　代表取締役　宇都宮　浩

（２）落札額 （税抜）         ¥4,250,000

        ¥4,675,000           ¥425,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,300,000

（税込）         ¥4,730,000 うち消費税相当額           ¥430,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000650 入札日時 令和 3年11月30日　　午後03時00分

令和３年度　庁舎定期清掃業務委託
件名

場所 利根町役場

期間 令和 3年12月 4日　から　令和 4年 3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

タカラビルメン（株）　代表取締役　中込　太
郎

1         ¥1,600,000                                     

（株）東進ビルシステム　茨城支店　支店長　
古澤　昌久

2         ¥1,590,000                                     

（株）光商社　代表取締役　杉山　徹3         ¥1,570,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）光商社　代表取締役　杉山　徹

（２）落札額 （税抜）         ¥1,570,000

        ¥1,727,000           ¥157,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥1,640,000

（税込）         ¥1,804,000 うち消費税相当額           ¥164,000


