
予定価格
最低制限価格

株式会社岩崎工務店 11,100,000
株式会社岩田組 10,800,000 ○
寿産業株式会社 11,220,000
有限会社佐藤建設 11,500,000
須田建設株式会社 11,370,000
株式会社富山工務所 11,430,000
株式会社山献 11,250,000
株式会社両神産業 11,400,000

予定価格
最低制限価格

有限会社黒沢造園関東重機 4,550,000
国柱技研株式会社 4,360,000 ○
寿産業株式会社 辞退
有限会社森林スマイル企画 辞退
株式会社高橋造園 4,700,000
株式会社田嶋造園土木 4,600,000
株式会社山献 4,500,000
株式会社両岩 4,520,000

予定価格
最低制限価格

株式会社岩崎工務店 7,630,000
株式会社加藤建設 7,570,000
有限会社黒建工業 7,530,000
有限会社黒沢造園関東重機 7,780,000
須田建設株式会社 7,760,000
株式会社富山工務所 7,510,000
有限会社長若建設 7,400,000 ○
株式会社山崎工務店 7,540,000

予定価格
最低制限価格

株式会社岩田組 3,760,000
有限会社黒建工業 3,228,000 ○
有限会社長若建設 3,735,000
有限会社松岡建設 辞退
有限会社ミヤテック 3,225,900 失格
株式会社山崎工務店 3,740,000
株式会社両神産業 3,810,000

　

予定価格
最低制限価格

株式会社岩田組 15,300,000
小澤建築 15,325,000
落合建設株式会社 15,260,000
有限会社喜多工務店 15,360,000
有限会社黒沢ハウジング 15,420,000
須田建設株式会社 15,710,000
有限会社戸田工務店 15,130,000 ○
株式会社山崎工務店 15,800,000

予定価格
最低制限価格

株式会社岩田組 2,450,000
小澤建築 2,100,000
落合建設株式会社 2,373,000
有限会社喜多工務店 2,463,000
有限会社黒沢ハウジング 2,000,000 ○
須田建設株式会社 2,300,000
有限会社戸田工務店 2,283,000
株式会社山崎工務店 2,400,000

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 8,950,000
埼玉消防機械株式会社 8,776,900 ○
株式会社サイボウ 9,207,000
ジーエムいちはら工業株式会社　東京営業所 9,089,000
長野ポンプ株式会社　東京営業所 8,994,000
日本消防サービス株式会社 9,175,000
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 8,970,000

小型動力消防ポンプ付積載
車購入事業 小鹿野町役場

町道１３号線舗装工事

森林管理道浦島線舗装工事

小鹿野文化センター外壁改
修工事

平成30年8月31日

平成31年3月8日

6,571,291

7,541,000

平成30年8月31日

～

契約日

秩父郡小鹿野
町両神薄地内

4,005,274

4,533,000

平成30年9月28日

～

契約日

秩父郡小鹿野町
両神小森地内

履　行　期　限

9,530,000 契約日

～

―

契約日

～

1,932,339

事　　　業　　　名 納入場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者

栗尾生活改善センタートイ
レ改修工事

秩父郡小鹿野町
飯田地内

～

14,399,279

工　　　事　　　名 工事場所等 　業　者　名　 落札者 施　工　期　限

秩父郡小鹿野町
小鹿野地内

工　　　事　　　名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 施　工　期　限

　業　者　名　 入札金額 落札者 施　工　期　限

平成30年8月31日

平成30年9月28日

　業　者　名　 入札金額 落札者 施　工　期　限

両神小学校グラウンド改修
工事

11,060,000

3,682,000

工　　　事　　　名 工事場所等

秩父郡小鹿野町
下小鹿野地内

工　　　事　　　名 工事場所等

防火水槽設置工事（両神小
森工区）

秩父郡小鹿野町
両神薄地内

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 施　工　期　限

平成30年5月25日

契約日

～

9,680,020 平成30年9月28日

工　　　事　　　名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 施　工　期　限

契約日

～

3,227,616

16,001,000 契約日

2,160,000

入札金額



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 12,900,000
埼玉消防機械株式会社 12,172,000 ○
株式会社サイボウ 12,758,600
ジーエムいちはら工業株式会社　東京営業所 12,446,000
長野ポンプ株式会社　東京営業所 12,578,000
日本消防サービス株式会社 12,798,000
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 12,460,000

予定価格
最低制限価格

朝日航洋株式会社　埼玉支店 6,050,000
アジア航測株式会社　埼玉支店 6,500,000
株式会社アスコ大東　埼玉支店 6,200,000
国際航業株式会社　埼玉支店 5,940,000
国土地図株式会社 6,580,000
株式会社パスコ　さいたま支店 4,940,000 ○

予定価格
最低制限価格

株式会社会議録研究所 2,068,200
株式会社会議録センター 2,025,000 ○
株式会社ぎじろくセンター　東京営業所 2,106,000
株式会社東北議事録センター 2,100,600
株式会社大和速記情報センター 2,097,900

予定価格
最低制限価格

環境計装株式会社 1,516,800 ○
株式会社環境総合研究所 1,525,800
社団法人埼玉県環境検査研究協会 1,530,000
株式会社高見沢分析化学研究所 辞退
内藤環境管理株式会社 辞退

　 （再入札結果）

予定価格
最低制限価格

貴和化学薬品株式会社　東京支店 5,305,800
燦クリーン株式会社 5,085,200
住友重機械エンバイロメント株式会社 4,299,200 ○
大和化成株式会社 埼玉営業所 5,198,400
不二商会株式会社 5,267,000

　
小鹿野町衛生センター活性
炭購入事業

4,514,000 契約日

小鹿野町衛生
センター ～

― 平成31年3月29日

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

固定資産税評価データ作成
業務

平成31年3月27日

平成31年2月28日

平成31年3月29日

小鹿野町全域

事　　　業　　　名

小鹿野町役場

事　　　業　　　名 納入場所等

　業　者　名　 入札金額納入場所等

12,960,000
契約日

～

― 平成31年3月8日

1,525,000 契約日

～

―

落札者

小鹿野町議会会議録調製印
刷製本業務

事　　　業　　　名 業務場所等

小鹿野町衛生
センター

小鹿野町衛生センター各種
測定計機保守点検業務委託

事　　　業　　　名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 履　行　期　間

2,925,000 契約日

～

―

小鹿野町議会
事務局

　業　者　名　 入札金額 落札者 履　行　期　間

5,310,000 契約日

～

―

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

　業　者　名　 入札金額 落札者 履　行　期　限

※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。

※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。


