
予定価格

最低制限価格
株式会社　岩崎工務店 8,300,000
株式会社　岩田組 7,960,000
有限会社　黒建工業 8,100,000

秩父郡小鹿野町 株式会社　高橋造園 8,210,000
下小鹿野地内 株式会社　富山工務所 8,000,000

株式会社　両神産業 8,150,000
株式会社　山口組 7,850,000 ○
株式会社　山崎工務店 8,050,000

予定価格

最低制限価格
株式会社　岩崎工務店 5,900,000
株式会社　加藤建設 6,300,000
有限会社　黒建工業 5,885,000

秩父郡小鹿野町 有限会社　黒沢造園関東重機 5,665,000
両神小森地内 有限会社　佐藤建設 6,100,000

株式会社　山献 5,770,000
株式会社　両神産業 5,630,000 ○
株式会社　両岩 5,700,000

予定価格
最低制限価格

株式会社　岩崎工務店 2,350,000
有限会社　黒建工業 2,550,000
株式会社　田嶋造園土木 2,600,000

秩父郡小鹿野町 有限会社　松岡建設 2,700,000
両神小森地内 有限会社　ミヤテック 1,701,000 ○

株式会社　山献 2,500,000
株式会社　両神産業 1,670,000 失格
株式会社　両岩 1,900,000

予定価格
最低制限価格

株式会社　岩田組 5,400,000 ○
落合建設　株式会社 6,200,000
有限会社　黒沢造園関東重機 6,000,000

秩父郡小鹿野町 須田建設　株式会社 6,250,000
飯田地内 株式会社　高橋造園 6,400,000

有限会社　長若建設 5,850,000
株式会社　山崎工務店 5,720,000

予定価格
最低制限価格

株式会社　加藤建設 3,224,000
栗原産業 2,640,000
寿産業　株式会社 2,600,000

秩父郡小鹿野町 株式会社　富山工務所 3,280,000
小鹿野地内 有限会社　松岡建設 3,480,000

有限会社　ミヤテック 1,737,000 ○
株式会社　山献 3,600,000

予定価格
最低制限価格

輝光園 1,800,000
寿産業　株式会社 1,580,000
有限会社　佐藤建設 1,900,000

秩父郡小鹿野町 有限会社　森林スマイル企画 1,880,000
飯田・日尾地内 株式会社　高橋造園 1,700,000

株式会社　田嶋造園土木 1,750,000
緑化産業　株式会社 1,210,000 ○

予定価格
最低制限価格

株式会社　ぎょうせい　関東支社 2,770,000 ○
国際航業　株式会社　埼玉支社 3,380,000
昭和　株式会社　北関東支店 辞退

秩父郡 地域計画　株式会社　埼玉事業部 辞退
小鹿野町全域 株式会社　パスコ　さいたま支店 5,920,000

りそな総合研究所　株式会社　埼玉本社 6,321,700

予定価格
最低制限価格

公共地研　株式会社 3,216,000
国土地図　株式会社 2,942,000 ○
株式会社　大輝　埼玉支店 3,140,000

秩父郡 株式会社　丸菱行政地図　さいたま営業所 3,200,000
小鹿野町全域 株式会社　パスコ　さいたま支店 4,000,000

予定価格
最低制限価格

門平防災工業 2,070,300 ○
豊田防災 2,122,400
丸京商事　株式会社　小鹿野支店 2,245,300

小鹿野町役場
総務課

小鹿野町土砂災害ハザード
マップ（冊子）作成

業務委託

3,000,000
契約日

～

―
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

小鹿野町地域防災計画
改定業務委託

3,690,000
契約日

～

―
平成30年3月23日

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

合角ダム周辺道路等の
景観・環境整備事業

1,607,000
契約日

～

―
平成29年9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

消防消耗資機材等購入事業

2,274,350
契約日

～

―
平成29年10月20日

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

小鹿野町弓道場解体工事

2,312,000
契約日

～

1,734,000
平成29年11月30日

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

町営住宅滝原団地一部
解体工事

5,546,000
契約日

～

4,160,000
平成29年11月30日

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

国民宿舎両神荘排水設備
及び町道両神８２号線

側溝改修工事

2,267,000
契約日

～

1,701,000
平成29年10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

小鹿野町橋梁修繕工事
（大堤橋工区）

5,757,000
契約日

～

4,318,000
平成29年12月22日

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

町道４１号線道路改良工事

7,977,000
契約日

～

5,983,000
平成29年12月22日

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

平成29年7月31日



予定価格
最低制限価格

門平防災工業 1,888,500
豊田防災 1,895,000
丸京商事　株式会社　小鹿野支店 1,832,500 ○

小鹿野町役場
総務課

予定価格（月額）
最低制限価格

小鹿野町役場
衛生課

予定価格
最低制限価格

ＯＡＧ　税理士法人 3,682,800
株式会社　ぎょうせい　関東支社 辞退
株式会社　鈴正コンサルタンツ 4,915,200

小鹿野町役場 税理士法人　ＴＭＳ　練馬事務所 2,435,000 ○
総合政策課 日本会計コンサルティング　株式会社 2,440,000

りそな総合研究所　株式会社　埼玉本社 辞退

予定価格
最低制限価格

ＮＥＣネクサスソリューションズ
株式会社
公共第二ソリューション事業部

辞退

ＮＴＴソルコ＆北海道テレマート
株式会社　群馬営業所

1,350,000 ○

小鹿野 株式会社ケー・デー・シー 1,950,000

町内外対象者 株式会社セゾンパーソナルプラス 1,367,000

株式会社日立システムズ
関東甲信越支社第２営業部

辞退

予定価格
最低制限価格

秩父郡
小鹿野町地内

予定価格

最低制限価格
朝日航洋　株式会社　埼玉支店 10,650,000
アジア航測　株式会社　埼玉支店 10,500,000
株式会社　アスコ大東　埼玉支店 12,500,000

秩父郡 国際航業　株式会社　埼玉支社 11,000,000
小鹿野町全域 国土地図　株式会社 13,800,000

株式会社　パスコ　さいたま支店 9,380,000 ○

           ※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。

固定資産税地図基盤情報
整備航空写真撮影業務

10,430,000
契約日

～

―
平成30年3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

小鹿野町学校用タブレット
整備工事 取　止　め

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

小鹿野町納税コール
センター業務委託

1,794,000

―

契約日

～

平成30年3月31日

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

小鹿野町財務書類等
作成支援業務委託

3,873,888
契約日

～

―
平成30年3月31日

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

し尿くみ取り計量装置
ハンディーターミナル

賃貸借事業
不　　調

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

消防施設備品購入事業

1,873,500
契約日

～

―
平成29年10月20日

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


