
   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000412 入札日時 令和 4年 3月 1日　　午前09時00分

令和４年度　国保診療所コンピュータＸ線画像診断装置賃貸借
件名

場所 利根町国保診療所

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

ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社　千葉支店　支店
長　中島　香織

1         ¥6,018,000                                     落札

日通リース＆ファイナンス株式会社　茨城営業
所　所長　宮下　晃

2                                                       辞退

富士通リース（株）　関東支店　支店長　坂口
　雄二

3                                                       辞退

（株）めぶきリース　代表取締役社長　関　優4         ¥6,228,000                                     

リコーリース（株）　関東支社　支社長　齋藤
　一憲

5                                                       辞退

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

ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社　千葉支店　支店長　中島　香織

（２）落札額 （税抜）         ¥6,018,000

        ¥6,619,800           ¥601,800（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,420,000

（税込）         ¥7,062,000 うち消費税相当額           ¥642,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000413 入札日時 令和 4年 3月 1日　　午前09時10分

令和４年度　国保診療所清掃業務委託
件名

場所 利根町国保診療所

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

三興産業（株）　代表取締役社長　木村　廣1         ¥1,590,000                                     

タカラビルメン（株）　代表取締役　中込　太
郎

2                                                       欠席

（株）光商社　代表取締役　杉山　徹3         ¥1,570,000                                     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

（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）         ¥1,620,000

（税込）         ¥1,782,000 うち消費税相当額           ¥162,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000747 入札日時 令和 4年 3月 1日　　午前09時20分

令和3年度　利根町立小学校電子黒板購入
件名

納入場所 文小学校ほか2校

納入期限 令和 4年 3月30日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

1         ¥2,420,000                                     

（株）ニューライフ　代表取締役　野村　達夫2           ¥990,000                                     

リコージャパン（株）　茨城支社　公共文教営
業部　部長　岩城　裕二

3           ¥960,000                                     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

リコージャパン（株）　茨城支社　公共文教営業部　部長　岩城　裕二

（２）落札額 （税抜）           ¥960,000

        ¥1,056,000            ¥96,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥1,143,900

（税込）         ¥1,258,290 うち消費税相当額           ¥114,390



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000748 入札日時 令和 4年 3月 1日　　午前09時30分

令和3年度　利根町立中学校電子黒板購入
件名

納入場所 利根中学校

納入期限 令和 4年 3月30日

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         ¥8,660,000                                     

（株）ニューライフ　代表取締役　野村　達夫3         ¥2,950,000                                     落札

ヒラデ・スタイル（株）　代表取締役　平出　
充洋

4         ¥4,500,000                                     

リコージャパン（株）　茨城支社　公共文教営
業部　部長　岩城　裕二

5         ¥3,990,000                                     

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）         ¥2,950,000

        ¥3,245,000           ¥295,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥5,338,200

（税込）         ¥5,872,020 うち消費税相当額           ¥533,820



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000406 入札日時 令和 4年 3月 1日　　午前09時40分

４道除委第１号　道路除草業務委託
件名

場所 町道１０９号線　利根町布川～東奥山新田地内

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 4年10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　幸男1         ¥4,220,000                                     

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代2         ¥4,230,000                                     

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄3         ¥4,200,000                                     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）永井道路　代表取締役　永井　通雄

（２）落札額 （税抜）         ¥4,200,000

        ¥4,620,000           ¥420,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,240,000

（税込）         ¥4,664,000 うち消費税相当額           ¥424,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000407 入札日時 令和 4年 3月 1日　　午前09時50分

４道除委第２号　道路除草業務委託
件名

場所 町道１０１・１０２号線　利根町羽根野～立木地内

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 4年10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

石塚建設（株）　代表取締役　石塚　幸貞1         ¥3,610,000                                     落札

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史2         ¥3,660,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久3         ¥3,660,000                                     

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

石塚建設（株）　代表取締役　石塚　幸貞

（２）落札額 （税抜）         ¥3,610,000

        ¥3,971,000           ¥361,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,660,000

（税込）         ¥4,026,000 うち消費税相当額           ¥366,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000408 入札日時 令和 4年 3月 1日　　午前10時00分

４道除委第３号　道路除草業務委託
件名

場所 町道２０１０・２１９４号線　利根町布川～立木地内

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 4年10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

石塚建設（株）　代表取締役　石塚　幸貞1         ¥4,100,000                                     

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代2         ¥4,050,000                                     落札

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史3         ¥4,100,000                                     

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）坂本組　代表取締役　坂本　作代

（２）落札額 （税抜）         ¥4,050,000

        ¥4,455,000           ¥405,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,100,000

（税込）         ¥4,510,000 うち消費税相当額           ¥410,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000409 入札日時 令和 4年 3月 1日　　午前10時10分

４道除委第４号　道路除草業務委託
件名

場所 町道１１２号線外　利根町大房地内

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 4年10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）坂本組　代表取締役　坂本　作代1         ¥4,380,000                                     

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史2         ¥4,390,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久3         ¥4,340,000                                     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）野口建設　代表取締役　野口　克久

（２）落札額 （税抜）         ¥4,340,000

        ¥4,774,000           ¥434,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,390,000

（税込）         ¥4,829,000 うち消費税相当額           ¥439,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000410 入札日時 令和 4年 3月 1日　　午前10時20分

４道除委第５号　道路除草業務委託
件名

場所 町道１０４号線外　利根町布川地内

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 4年10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

石塚建設（株）　代表取締役　石塚　幸貞1         ¥4,560,000                                     

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　幸男2         ¥4,550,000                                     

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄3         ¥4,540,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久4         ¥4,560,000                                     

（有）原興業　取締役　湯原　明5         ¥4,520,000                                     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

（有）原興業　取締役　湯原　明

（２）落札額 （税抜）         ¥4,520,000

        ¥4,972,000           ¥452,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,560,000

（税込）         ¥5,016,000 うち消費税相当額           ¥456,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000411 入札日時 令和 4年 3月 1日　　午前10時30分

４道除委第６号　道路除草業務委託
件名

場所 町道２２１６号線外　利根町布川地内

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 4年10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）イトウ　代表取締役　伊藤　こう1         ¥5,000,000                                     

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　幸男2         ¥5,020,000                                     

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代3         ¥4,950,000                                     落札

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄4         ¥5,020,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久5         ¥5,030,000                                     

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）坂本組　代表取締役　坂本　作代

（２）落札額 （税抜）         ¥4,950,000

        ¥5,445,000           ¥495,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥5,030,000

（税込）         ¥5,533,000 うち消費税相当額           ¥503,000


