
   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000015 入札日時 令和 4年 5月10日　　午前09時00分

４道街樹委第１号　街路樹薬剤散布業務委託
件名

場所 利根町地内

期間 令和 4年 5月14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

茨城県県南造園土木（業）　理事長　外塚　真
由美

1         ¥1,190,000                                     

（株）栄林　代表取締役　林　博昭2         ¥1,200,000                                     

常盤造園建設株式会社　代表取締役　飯田　俊
美

3         ¥1,240,000                                     

（株）光商社　代表取締役　杉山　徹4         ¥1,150,000                                     落札

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）         ¥1,150,000

        ¥1,265,000           ¥115,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥1,250,000

（税込）         ¥1,375,000 うち消費税相当額           ¥125,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000016 入札日時 令和 4年 5月10日　　午前09時10分

４河除委第１号　堤防除草業務委託
件名

場所 利根町押付本田地内

期間 令和 4年 5月14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         ¥1,930,000                                     

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　幸男2         ¥1,900,000                                     

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史3         ¥1,850,000                                     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）杉山組　代表取締役　杉山　貴史

（２）落札額 （税抜）         ¥1,850,000

        ¥2,035,000           ¥185,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥1,930,000

（税込）         ¥2,123,000 うち消費税相当額           ¥193,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000017 入札日時 令和 4年 5月10日　　午前09時20分

４道設委第１号　道路設計業務委託
件名

場所 町道１０７号線　利根町布川地内

期間 令和 4年 5月14日　から　令和 5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）アイワ技研　代表取締役　髙田　正道1         ¥1,900,000                                     落札

倉持測量（株）　代表取締役　倉持　嵩2         ¥1,980,000                                     

三展ミネコンサルタント（株）　代表取締役　
井上　浩之

3         ¥1,950,000                                     

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）アイワ技研　代表取締役　髙田　正道

（２）落札額 （税抜）         ¥1,900,000

        ¥2,090,000           ¥190,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,040,000

（税込）         ¥2,244,000 うち消費税相当額           ¥204,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000036 入札日時 令和 4年 5月10日　　午前09時30分

４道橋委第１号　道路橋定期点検業務委託
件名

場所 利根町地内

期間 令和 4年 5月14日　から　令和 5年 2月28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）ＫＳＫ　代表取締役　山下　英俊1         ¥6,850,000                                     

国際航業（株）　水戸営業所　所長　石井　正
邦

2         ¥9,000,000                                     

三展ミネコンサルタント（株）　代表取締役　
井上　浩之

3         ¥6,900,000                                     

（株）ジステック　代表取締役　山口　博司4         ¥9,310,000                                     

（株）日本インシーク　茨城支店　支店長　井
関　隆雄

5         ¥6,850,000                                     くじ引き

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）日本インシーク　茨城支店　支店長　井関　隆雄

（２）落札額 （税抜）         ¥6,850,000

        ¥7,535,000           ¥685,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥9,490,000

（税込）        ¥10,439,000 うち消費税相当額           ¥949,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000004 入札日時 令和 4年 5月10日　　午前09時40分

令和4年度　ダンプトラック購入
件名

納入場所 建設課

納入期限 令和 6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

茨城いすゞ自動車（株）　土浦営業所　所長　
天野宮　良一

1         ¥6,160,860                                     落札

茨城トヨタ自動車（株）　竜ヶ崎店　店長　鈴
木　貴史

2                                                       欠席

茨城日野自動車（株）　守谷支店　支店長　髙
橋　優一

3                                                       欠席

有限会社カーライフ岡野　取締役　岡野　澄雄4         ¥6,241,541                                     

水郷つくば農業（協組）　代表理事組合長　池
田　正

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

茨城いすゞ自動車（株）　土浦営業所　所長　天野宮　良一

（２）落札額            

        ¥6,160,860             　　　（税込）

（３）予定価格            

（税込）         ¥9,300,000             



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000059 入札日時 令和 4年 5月10日　　午前09時50分

４道維第３号　道路修繕工事
件名

場所 町道１０２０号線　利根町羽根野地内

期間 令和 4年 5月17日　から　令和 4年11月12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        ¥14,990,000                                     落札

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　幸男2        ¥15,070,000                                     

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代3        ¥15,090,000                                     

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄4        ¥15,030,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久5        ¥15,080,000                                     

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

石塚建設（株）　代表取締役　石塚　幸貞

（２）落札額 （税抜）        ¥14,990,000

       ¥16,489,000         ¥1,499,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥15,100,000

（税込）        ¥16,610,000 うち消費税相当額         ¥1,510,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000057 入札日時 令和 4年 5月10日　　午前10時00分

令和４年度　庁舎消防用設備保守点検業務委託
件名

場所 利根町役場

期間 令和 4年 5月14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）つくば電気通信　代表取締役　植田　利
収

1         ¥1,950,000                                     

ニッタン（株）　つくば支店　支店長　藤田　
篤

2         ¥1,680,000                                     落札

能美防災（株）　土浦営業所　所長　西澤　一
茂

3         ¥2,000,000                                     

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

ニッタン（株）　つくば支店　支店長　藤田　篤

（２）落札額 （税抜）         ¥1,680,000

        ¥1,848,000           ¥168,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,130,000

（税込）         ¥2,343,000 うち消費税相当額           ¥213,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000061 入札日時 令和 4年 5月10日　　午前10時10分

令和4年度　小学校消防設備保守点検業務委託
件名

場所 利根町大字下曽根254番地　ほか2箇所

期間 令和 4年 5月14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）つくば電気通信　代表取締役　植田　利
収

1         ¥1,200,000                                     

ニッタン（株）　つくば支店　支店長　藤田　
篤

2           ¥908,000                                     落札

能美防災（株）　土浦営業所　所長　西澤　一
茂

3         ¥1,300,000                                     

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

ニッタン（株）　つくば支店　支店長　藤田　篤

（２）落札額 （税抜）           ¥908,000

          ¥998,800            ¥90,800（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥1,210,000

（税込）         ¥1,331,000 うち消費税相当額           ¥121,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000062 入札日時 令和 4年 5月10日　　午前10時20分

令和4年度　小学校給食室換気扇フードダクト清掃業務委託
件名

場所 利根町大字下曽根254番地　ほか2箇所

期間 令和 4年 5月14日　から　令和 4年 9月30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           ¥670,000           ¥650,000                   

タカラビルメン（株）　代表取締役　中込　太
郎

2           ¥690,000           ¥655,000                   

（株）光商社　代表取締役　杉山　徹3           ¥660,000           ¥640,000                   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）           ¥640,000

          ¥704,000            ¥64,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）           ¥650,000

（税込）           ¥715,000 うち消費税相当額            ¥65,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000063 入札日時 令和 4年 5月10日　　午前10時30分

令和4年度　小学校給食室グリストラップ清掃業務委託
件名

場所 利根町大字下曽根254番地　ほか2箇所

期間 令和 4年 5月14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）シイナクリーン　代表取締役　椎名　誠1           ¥495,000                                     

タカラビルメン（株）　代表取締役　中込　太
郎

2           ¥510,000                                     

（株）光商社　代表取締役　杉山　徹3           ¥490,000                                     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）           ¥490,000

          ¥539,000            ¥49,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）           ¥490,000

（税込）           ¥539,000 うち消費税相当額            ¥49,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000064 入札日時 令和 4年 5月10日　　午前10時40分

令和４年度　指定ごみ袋製造業務委託
件名

場所 利根町役場

期間 令和 4年 5月14日　から　令和 5年 2月28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

アルフォーインターナショナル株式会社　九州
支店　支店長　長尾　和美

1         ¥6,237,000                                     

株式会社内田化工　代表取締役　内田　尚武2        ¥10,248,000                                     

越健産業株式会社　代表取締役　丸田　謙三3         ¥4,398,800                                     落札

（株）塚越産業　代表取締役　塚越　俊祐4         ¥5,286,400                                     

戸田産業株式会社　取手営業所　所長　中村　
太郁

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

越健産業株式会社　代表取締役　丸田　謙三

（２）落札額 （税抜）         ¥4,398,800

        ¥4,838,680           ¥439,880（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,920,000

（税込）         ¥5,412,000 うち消費税相当額           ¥492,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000067 入札日時 令和 4年 5月10日　　午前10時50分

４都公委第４号　都市公園維持管理業務委託
件名

場所 利根町布川地内他

期間 令和 4年 5月14日　から　令和 4年12月19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         ¥6,010,000                                     

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史2         ¥6,010,000                                     

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

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

（有）原興業　取締役　湯原　明5         ¥5,980,000                                     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）         ¥5,980,000

        ¥6,578,000           ¥598,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,020,000

（税込）         ¥6,622,000 うち消費税相当額           ¥602,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000069 入札日時 令和 4年 5月10日　　午前11時00分

４都公委第５号　都市公園維持管理業務委託
件名

場所 利根町羽根野地内他

期間 令和 4年 5月14日　から　令和 4年12月19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         ¥4,600,000                                     

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史2         ¥4,500,000                                     落札

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄3         ¥4,600,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久4         ¥4,650,000                                     

（有）原興業　取締役　湯原　明5         ¥4,650,000                                     

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）         ¥4,500,000

        ¥4,950,000           ¥450,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,660,000

（税込）         ¥5,126,000 うち消費税相当額           ¥466,000


