
平成29年5月22日

予定価格

最低制限価格
株式会社加藤建設 9,570,000
有限会社黒沢造園関東重機 9,513,000
須田建設株式会社 7,315,000

秩父郡小鹿野町 有限会社長若建設 7,080,000 ○
下小鹿野地内 有限会社松岡建設 辞退

有限会社ミヤテック 7,900,000
株式会社山献 9,522,000
株式会社山崎工務店 9,550,000

予定価格

最低制限価格

株式会社岩崎工務店 12,170,000
有限会社黒建工業 12,000,000
有限会社森林スマイル企画 12,300,000

秩父郡小鹿野町 スポーツ施設株式会社 11,950,000
飯田地内 株式会社高橋造園 12,280,000

株式会社田嶋造園土木 11,700,000 ○
株式会社富山工務所 11,980,000

予定価格
最低制限価格

株式会社岩田組 4,600,000 ○
小澤建築 5,600,000
落合建設株式会社 5,800,000

秩父郡小鹿野町 有限会社喜多工務店 辞退
両神薄地内 有限会社黒沢ハウジング 5,150,000

有限会社戸田工務店 5,250,000
株式会社山崎工務店 辞退

予定価格
最低制限価格

株式会社司塗装工業 辞退
東京塗装株式会社 2,420,000
株式会社日本アステック 2,480,000

秩父郡小鹿野町 有限会社リーサン堂 2,219,000 ○
小鹿野地内

予定価格
最低制限価格

桂測量設計株式会社 2,750,000
株式会社シビル技術 3,020,000
正伝測量有限会社 2,680,000

秩父郡小鹿野町 秩父測量設計株式会社 2,840,000
地内 株式会社千島測量設計 3,200,000

株式会社ヤマホン小鹿野営業所 2,650,000 ○

予定価格（月額）
最低制限価格

リコーリース株式会社関東支社 辞退
富士通リース株式会社関東支店 60,300
ＮＴＴファイナンス株式会社関東支店 59,300 ○

小鹿野町役場 日通商事株式会社埼玉営業センター 59,500
産業振興課 株式会社ＪＥＣＣ 59,700

予定価格
最低制限価格

株式会社アイアールエス 5,700,000
アシスト株式会社 辞退
株式会社ぎょうせい関東支社 失格

秩父郡小鹿野町 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 5,780,000
全域 地域計画株式会社埼玉事務部 6,500,000

株式会社地域計画研究所 4,400,000
有限会社地域政策ネットワーク研究所 3,720,000 ○
株式会社パスコさいたま支店 辞退

予定価格
最低制限価格

小鹿野町
保健福祉センター

福祉課

予定価格
最低制限価格

小川ポンプ工業株式会社東京事務所 辞退
埼玉消防機械株式会社 17,375,200 ○
株式会社サイボウ 18,228,600

小鹿野町役場 ジーエムいちはら工業株式会社東京営業所 17,718,800
長野ポンプ株式会社東京営業所 17,780,000
日本消防サービス株式会社 18,640,000
温井自動車工業株式会社 辞退
株式会社モリタ東京営業部 17,400,000

予定価格
最低制限価格

小川ポンプ工業株式会社東京事務所 辞退
埼玉消防機械株式会社 6,097,300 ○
株式会社サイボウ 6,188,400

小鹿野町役場 ジーエムいちはら工業株式会社東京営業所 6,295,300
長野ポンプ株式会社東京営業所 6,280,000
日本消防サービス株式会社 6,470,000
温井自動車工業株式会社 辞退
株式会社モリタ東京営業部 6,180,000

予定価格
最低制限価格

秩父郡小鹿野町
小鹿野地内

予定価格

最低制限価格
開発虎ノ門コンサルタント株式会社埼玉事務所 15,000,000
株式会社橋梁コンサルタントさいたま事務所 15,000,000
共和コンサルタント株式会社 14,400,000 ○

秩父郡小鹿野町 サンコーコンサルタント株式会社北関東支店 14,840,000
小鹿野外地内 新日本設計株式会社関東事務所 15,700,000

セントラルコンサルタント株式会社北関東営業所 14,800,000
三井共同建設コンサルタント株式会社北関東事務所 14,960,000

入札結果（指名競争入札）
（金額は消費税抜き、単位：円）

工　　　事　　　名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履　行　期　間

町道１３号線舗装工事

9,435,000
契約日

～

7,077,000
平成29年8月31日

工　　　事　　　名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履　行　期　間

総合運動公園テニスコート
改修工事

12,017,000
契約日

～

9,013,000
平成29年9月29日

工　　　事　　　名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履　行　期　間

日陰公衆トイレ改修工事

4,680,000
契約日

～

3,744,000
平成29年8月31日

工　　　事　　　名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履　行　期　間

小鹿野保育所外壁改修工事

2,773,000
契約日

～

2,219,000
平成29年9月29日

事　　　業　　　名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履　行　期　間

森林管理道橋梁台帳作成
業務委託

3,034,000
契約日

～

―
平成29年9月30日

事　　　業　　　名 納入場所等 　業　者　名　 入札金額（月額） 落札者 履　行　期　間

小鹿野町積算システム賃貸
借事業

62,400
平成29年7月1日

～

―
平成34年6月30日

事　　　業　　　名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履　行　期　間

住民意識調査業務及び保健
事業３計画策定業務委託

6,282,000
契約日

～

―
平成30年2月28日

事　　　業　　　名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履　行　期　間

国民健康保険診療報酬明細
書縦覧点検業務

不　　調

―

事　　　業　　　名 納入場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履　行　期　間

小型動力消防ポンプ付積載
車購入事業

19,060,000
契約日

～

―
平成30年3月9日

事　　　業　　　名 納入場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履　行　期　間

小型動力消防ポンプ付
（小型）デッキバン積載車

購入事業

6,476,000
契約日

～

―
平成30年3月9日

事　　　業　　　名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履　行　期　間

小鹿野学校給食共同調理場
廃水処理施設清掃業務委託

不　　調

―

事　　　業　　　名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履　行　期　間

           ※議会議決案件の契約日は、議決後の指定日となります。

           ※落札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額となります。

           ※再入札となった場合の入札金額表示は、最終入札結果を表示しています。

小鹿野町橋梁定期点検
業務委託

14,786,000
契約日

～

―
平成30年1月31日


