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入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000141 入札日時 令和 4年 6月17日　　午前09時00分

４防安交道改第１号　道路改良工事
件名

場所 町道１１２号線　利根町大房地内

期間 令和 4年 7月14日　から　令和 5年 3月20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        ¥50,780,000                                     落札候補者

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代2        ¥56,000,000                                     

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄3        ¥51,300,000                                     
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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　幸男

（２）落札額 （税抜）        ¥50,780,000

       ¥55,858,000         ¥5,078,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥56,030,000

（税込）        ¥61,633,000 うち消費税相当額         ¥5,603,000

       ¥50,750,000低入札調査基準価格 （税抜）（４）

（税込）        ¥55,825,000 うち消費税相当額         ¥5,075,000
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入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000121 入札日時 令和 4年 6月17日　　午前09時10分

令和４年度　利根町文化センターエレベーター設置工事
件名

場所 利根町文化センター

期間 令和 4年 7月14日　から　令和 5年 1月29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

大竹建設（株）　代表取締役　大竹　光1        ¥50,850,000                                     

細谷建設工業（株）　代表取締役　細谷　よし
の

2        ¥50,000,000                                     落札候補者
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

細谷建設工業（株）　代表取締役　細谷　よしの

（２）落札額 （税抜）        ¥50,000,000

       ¥55,000,000         ¥5,000,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥51,480,000

（税込）        ¥56,628,000 うち消費税相当額         ¥5,148,000

       ¥47,340,000低入札調査基準価格 （税抜）（４）

（税込）        ¥52,074,000 うち消費税相当額         ¥4,734,000
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入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000138 入札日時 令和 4年 6月17日　　午前09時20分

令和４年度　利根町図書館空調設備改修工事
件名

場所 利根町図書館

期間 令和 4年 7月14日　から　令和 5年 2月 8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

大竹建設（株）　代表取締役　大竹　光1        ¥98,110,000                                     

櫻井建設工業（株）　代表取締役　櫻井　俊一2        ¥96,700,000                                     

増川建設（株）　代表取締役　増川　剛3        ¥95,200,000                                     落札候補者
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

増川建設（株）　代表取締役　増川　剛

（２）落札額 （税抜）        ¥95,200,000

      ¥104,720,000         ¥9,520,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥98,650,000

（税込）       ¥108,515,000 うち消費税相当額         ¥9,865,000

       ¥90,220,000低入札調査基準価格 （税抜）（４）

（税込）        ¥99,242,000 うち消費税相当額         ¥9,022,000
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入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000126 入札日時 令和 4年 6月17日　　午前09時30分

３小建工第１号　小学校統合改修工事（エレベーター棟建設工事）
件名

場所 利根町大字布川４２３０番地

期間 令和 4年 7月14日　から　令和 5年 3月10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        ¥69,000,000                                     落札候補者

大昭建設株式会社　代表取締役　細谷　武史2        ¥69,600,000                                     

常磐建設（株）　代表取締役　佐々木　孝夫3        ¥69,900,000                                     

細谷建設工業（株）　代表取締役　細谷　よし
の

4        ¥70,500,000                                     

増川建設（株）　代表取締役　増川　剛5        ¥70,000,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

櫻井建設工業（株）　代表取締役　櫻井　俊一

（２）落札額 （税抜）        ¥69,000,000

       ¥75,900,000         ¥6,900,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥71,300,000

（税込）        ¥78,430,000 うち消費税相当額         ¥7,130,000

       ¥65,490,000低入札調査基準価格 （税抜）（４）

（税込）        ¥72,039,000 うち消費税相当額         ¥6,549,000
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入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000130 入札日時 令和 4年 6月17日　　午前09時40分

4小建工第1号　布川小学校屋内運動場長寿命化改良工事
件名

場所 利根町大字布川4230番地

期間 令和 4年 7月14日　から　令和 5年 3月10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

大昭建設株式会社　代表取締役　細谷　武史1       ¥145,700,000                                     

常磐建設（株）　代表取締役　佐々木　孝夫2       ¥143,000,000                                     落札候補者

細谷建設工業（株）　代表取締役　細谷　よし
の

3       ¥145,000,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

常磐建設（株）　代表取締役　佐々木　孝夫

（２）落札額 （税抜）       ¥143,000,000

      ¥157,300,000        ¥14,300,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）       ¥147,980,000

（税込）       ¥162,778,000 うち消費税相当額        ¥14,798,000

      ¥134,580,000低入札調査基準価格 （税抜）（４）

（税込）       ¥148,038,000 うち消費税相当額        ¥13,458,000


