
   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000236 入札日時 令和 4年 6月28日　　午前09時00分

令和４年度小型動力消防ポンプ積載車３台購入
件名

納入場所 利根町役場

納入期限 令和 5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

有限会社カーライフ岡野　取締役　岡野　澄雄1                                                       辞退

（有）カミス総合防災　茨城西南営業所　所長
　奥水　元錫

2        ¥25,295,340                                     

小池（株）　代表取締役　小池　裕之3        ¥24,899,340                                     

（株）土浦消防センター　代表取締役　中島　
大輔

4        ¥24,089,190                                     落札

（株）モリタ　東京支店　支店長　山北　忠司5        ¥25,262,340                                     

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）土浦消防センター　代表取締役　中島　大輔

（２）落札額       

       ¥24,089,190                 　（税込）

（３）予定価格                 

（税込）        ¥24,994,380        



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000239 入札日時 令和 4年 6月28日　　午前09時10分

令和４年度小型動力消防ポンプ購入
件名

納入場所 利根町役場

納入期限 令和 5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

（有）鈴機　代表取締役　鈴木　直人1         ¥1,880,000                                     

（株）土浦消防センター　代表取締役　中島　
大輔

2         ¥1,710,000                                     落札

トキワ産業（株）　代表取締役　奥村　正好3         ¥1,790,000                                     

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）土浦消防センター　代表取締役　中島　大輔

（２）落札額 （税抜）         ¥1,710,000

        ¥1,881,000           ¥171,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,010,000

（税込）         ¥2,211,000 うち消費税相当額           ¥201,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000223 入札日時 令和 4年 6月28日　　午前09時20分

令和４年度　庁舎大規模改修設計業務委託
件名

場所 利根町役場

期間 令和 4年 7月 2日　から　令和 5年 3月18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）相澤建築設計事務所　代表取締役　相澤
　晴夫

1        ¥19,700,000                                     

（株）青山建築設計事務所　代表取締役　青山
　立美

2        ¥19,000,000                                     落札

（有）大野建築設計事務所　代表取締役　大野
　雅明

3        ¥19,800,000                                     

（株）岡野建築設計事務所　代表取締役社長　
草苅　秀明

4        ¥19,490,000                                     

（株）横須賀満夫建築設計事務所　代表取締役
　横須賀　孝

5        ¥19,600,000                                     

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）青山建築設計事務所　代表取締役　青山　立美

（２）落札額 （税抜）        ¥19,000,000

       ¥20,900,000         ¥1,900,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥20,510,000

（税込）        ¥22,561,000 うち消費税相当額         ¥2,051,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000234 入札日時 令和 4年 6月28日　　午前09時30分

４中管工第３号　利根中学校トイレバリアフリー化工事
件名

場所 利根町大字横須賀１２７７番地

期間 令和 4年 7月 5日　から　令和 4年10月 2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         ¥1,260,000                                     

（有）大久保設備　利根営業所　営業所所長　
大久保　隆司

2         ¥1,168,000                                     落札

（株）舘野設備工業　利根支店　支店長　舘野
　寛子

3         ¥1,225,000                                     

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

（有）大久保設備　利根営業所　営業所所長　大久保　隆司

（２）落札額 （税抜）         ¥1,168,000

        ¥1,284,800           ¥116,800（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥1,460,000

（税込）         ¥1,606,000 うち消費税相当額           ¥146,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000235 入札日時 令和 4年 6月28日　　午前09時40分

令和４年度　中学校消防設備保守点検業務委託
件名

場所 利根町大字横須賀１２７７番地

期間 令和 4年 7月 2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           ¥650,000                                     

ニッタン（株）　つくば支店　支店長　藤田　
篤

2           ¥500,000                                     落札

能美防災（株）　土浦営業所　所長　西澤　一
茂

3           ¥700,000                                     

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）           ¥500,000

          ¥550,000            ¥50,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）           ¥590,000

（税込）           ¥649,000 うち消費税相当額            ¥59,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000252 入札日時 令和 4年 6月28日　　午前09時50分

４町単公下維第２号　マンホール維持管理工事
件名

場所 利根町早尾・羽根野・布川地内

期間 令和 4年 7月 5日　から　令和 4年10月 2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）永井道路　代表取締役　永井　通雄1         ¥2,190,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久2         ¥2,100,000                                     落札

（有）原興業　取締役　湯原　明3         ¥2,190,000                                     

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

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久

（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）         ¥2,200,000

（税込）         ¥2,420,000 うち消費税相当額           ¥220,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000247 入札日時 令和 4年 6月28日　　午前10時00分

４都公維第１号　利根っ子公園遊具撤去更新工事
件名

場所 利根っ子公園

期間 令和 4年 7月 5日　から　令和 4年10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

（株）トレジャーボックス　代表取締役　木本
　忠将

1         ¥1,758,000                                     

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄2         ¥1,760,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久3         ¥1,670,000                                     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）         ¥1,670,000

        ¥1,837,000           ¥167,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥1,760,000

（税込）         ¥1,936,000 うち消費税相当額           ¥176,000


