
   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000392 入札日時 令和 4年 2月 1日　　午前09時00分

令和４年度　地域包括支援センター公用車賃貸借
件名

場所 利根町役場

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

1            ¥33,200                                     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         ¥2,220,000                                     落札

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                                                       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

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）落札額 （税抜）         ¥2,220,000

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

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,790,000

（税込）         ¥3,069,000 うち消費税相当額           ¥279,000

                

                                

　　



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000393 入札日時 令和 4年 2月 1日　　午前09時10分

令和４年度　利根町議会広報印刷製本
件名

場所 利根町役場

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5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）あけぼの印刷社　代表取締役　山田　周1              ¥2.02                                     

倉沢印刷（株）　代表取締役　倉沢　南州2              ¥1.30                                     落札

（株）横山印刷　代表取締役　横山　晃教3              ¥1.45                                     

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

倉沢印刷（株）　代表取締役　倉沢　南州

（２）落札額 （税抜）              ¥1.30（１頁当り）

                             

（３）予定価格 （税抜）              ¥2.01（１頁当り）

                         

                

                                



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000402 入札日時 令和 4年 2月 1日　　午前09時20分

令和４年度　利根町議会会議録作成業務委託
件名

場所 利根町役場

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5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）会議録研究所　代表取締役　妹尾　潤1                                                       辞退

株式会社会議録センター　代表取締役　加藤　
剛也

2         ¥2,395,760                                     

（株）速記センターつくば　代表取締役　渡部
　雅史

3         ¥2,320,600                                     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

（株）速記センターつくば　代表取締役　渡部　雅史

（２）落札額 （税抜）         ¥2,320,600

        ¥2,552,660           ¥232,060（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,449,367

（税込）         ¥2,694,303 うち消費税相当額           ¥244,936

               

                               



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000398 入札日時 令和 4年 2月 1日　　午前09時30分

令和４年度　犬猫等死体処理業務委託
件名

場所 利根町全域

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5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）Ｋチーム　代表取締役　大槻　勝男1            ¥15,000                                     

（株）ペットの郷　代表取締役　友野　香奈子2            ¥12,800                                     落札

3                                                       

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

（株）ペットの郷　代表取締役　友野　香奈子

（２）落札額 （税抜）            ¥12,800（１件当たり）

                 

（３）予定価格 （税抜）            ¥14,750（１件当たり）

                     

                

                                



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000395 入札日時 令和 4年 2月 1日　　午前09時40分

令和４年度　広報とね印刷・製本
件名

場所 利根町役場

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5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）あけぼの印刷社　代表取締役　山田　周1              ¥1.10                                     

倉沢印刷（株）　代表取締役　倉沢　南州2              ¥1.10                                     

（株）横山印刷　代表取締役　横山　晃教3              ¥0.96                                     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

（株）横山印刷　代表取締役　横山　晃教

（２）落札額 （税抜）              ¥0.96（１頁当り）

                              

（３）予定価格 （税抜）              ¥1.30（１頁当り）

          

                

                                



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000400 入札日時 令和 4年 2月 1日　　午前09時50分

令和４年度　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借
件名

場所 文小学校他１４箇所

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 9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）栗原医療器械店　土浦支店　支店長　小
川　雅士

1                                                       辞退

（株）セントラルメディカル　代表取締役　中
根　祐一

2         ¥2,232,000                                     落札

綜合警備保障（株）　茨城支社　茨城支社長　
小宅　敦雄

3         ¥3,510,000                                     

フクダ電子南関東販売（株）　つくば営業所　
所長　土屋　陽介

4         ¥3,708,000                                     

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

（株）セントラルメディカル　代表取締役　中根　祐一

（２）落札額 （税抜）         ¥2,232,000

        ¥2,455,200           ¥223,200（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,840,000

（税込）         ¥5,324,000 うち消費税相当額           ¥484,000

                               



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000399 入札日時 令和 4年 2月 1日　　午前10時00分

令和４年度　小中学校印刷機等賃貸借
件名

場所 布川小学校

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 9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

関東情報サービス（株）　代表取締役社長　大
塚　聡

1                                                       辞退

関彰商事（株）　ビジネスソリューション部　
守谷支店　支店長　瀬谷　浩平

2        ¥15,174,000                                     

（有）利根ショップかねたや　代表取締役　兼
田　由則

3        ¥12,608,400                                     

（株）ニューライフ　代表取締役　野村　達夫4         ¥5,760,000                                     落札

ヒラデ・スタイル（株）　代表取締役　平出　
充洋

5         ¥6,720,000                                     

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）ニューライフ　代表取締役　野村　達夫

（２）落札額 （税抜）         ¥5,760,000

        ¥6,336,000           ¥576,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥7,560,000

（税込）         ¥8,316,000 うち消費税相当額           ¥756,000

                

                                



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000394 入札日時 令和 4年 2月 1日　　午前10時10分

令和４年度　社会科見学等バス運行業務委託
件名

場所 別紙仕様書に基づき発注者が指定した場所

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5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

（有）泉観光　代表取締役　小林　公彦1         ¥3,971,300                                     

さくら自動車（株）　代表取締役　中山　亨子2         ¥3,776,100                                     

（株）ニュー東豊　代表取締役　豊島　善浩3         ¥5,173,600                                     

平成観光自動車（株）　代表取締役　沼野　晃
広

4         ¥3,590,250                                     落札

（有）松葉交通　代表取締役　野口　博幸5         ¥5,173,600                                     

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

平成観光自動車（株）　代表取締役　沼野　晃広

（２）落札額 （税抜）         ¥3,590,250

        ¥3,949,275           ¥359,025（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,886,280

（税込）         ¥5,374,908 うち消費税相当額           ¥488,628

        ¥3,390,660最低制限価格 （税抜）（４）

（税込）         ¥3,729,726 うち消費税相当額           ¥339,066



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000403 入札日時 令和 4年 2月 1日　　午前10時20分

令和４年度　小学校児童通学用バス運行業務委託
件名

場所 布川小学校・文間小学校

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5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

（有）泉観光　代表取締役　小林　公彦1        ¥12,506,400                                     

さくら自動車（株）　代表取締役　中山　亨子2         ¥9,396,000                                     

（株）ニュー東豊　代表取締役　豊島　善浩3        ¥12,506,400                                     

平成観光自動車（株）　代表取締役　沼野　晃
広

4         ¥9,023,400                                     

（有）松葉交通　代表取締役　野口　博幸5         ¥8,877,600                                     落札

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）松葉交通　代表取締役　野口　博幸

（２）落札額 （税抜）         ¥8,877,600

        ¥9,765,360           ¥887,760（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥12,506,400

（税込）        ¥13,757,040 うち消費税相当額         ¥1,250,640

        ¥8,569,800最低制限価格 （税抜）（４）

（税込）         ¥9,426,780 うち消費税相当額           ¥856,980



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000396 入札日時 令和 4年 2月 1日　　午前10時30分

令和４年度　バス運行業務委託
件名

場所 利根町役場

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5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

（有）泉観光　代表取締役　小林　公彦1         ¥3,794,925                                     落札

さくら自動車（株）　代表取締役　中山　亨子2         ¥4,139,088                                     

（株）ニュー東豊　代表取締役　豊島　善浩3         ¥5,516,223                                     

平成観光自動車（株）　代表取締役　沼野　晃
広

4         ¥3,990,423                                     

（有）松葉交通　代表取締役　野口　博幸5         ¥5,516,223                                     

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）泉観光　代表取締役　小林　公彦

（２）落札額 （税抜）         ¥3,794,925

        ¥4,174,417           ¥379,492（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥5,516,223

（税込）         ¥6,067,845 うち消費税相当額           ¥551,622

        ¥3,794,925最低制限価格 （税抜）（４）

（税込）         ¥4,174,417 うち消費税相当額           ¥379,492



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000397 入札日時 令和 4年 2月 1日　　午前10時40分

令和４年度　庁舎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 4年 4月 1日　から　令和 5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         ¥2,620,000                                     

（株）東進ビルシステム　茨城支店　支店長　
古澤　昌久

2         ¥2,540,000                                     落札

日本設備管理（株）　龍ケ崎営業所　営業所長
　今井　喜由

3         ¥2,600,000                                     

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

（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）         ¥2,540,000

        ¥2,794,000           ¥254,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,810,000

（税込）         ¥3,091,000 うち消費税相当額           ¥281,000

                



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000401 入札日時 令和 4年 2月 1日　　午前10時50分

令和４年度　庁舎清掃業務委託
件名

場所 利根町役場

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5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

三興産業（株）　代表取締役社長　木村　廣1         ¥5,860,000                                     

（株）シイナクリーン　代表取締役　椎名　誠2         ¥5,900,000                                     

タカラビルメン（株）　代表取締役　中込　太
郎

3         ¥5,920,000                                     

（株）東進ビルシステム　茨城支店　支店長　
古澤　昌久

4         ¥5,850,000                                     

（株）光商社　代表取締役　杉山　徹5         ¥5,800,000                                     落札

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）光商社　代表取締役　杉山　徹

（２）落札額 （税抜）         ¥5,800,000

        ¥6,380,000           ¥580,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,030,000

（税込）         ¥6,633,000 うち消費税相当額           ¥603,000

                


