
予定価格
最低制限価格

株式会社加藤建設 6,100,000
有限会社黒沢造園関東重機 6,050,000 　
寿産業株式会社 5,276,265
有限会社佐藤建設 6,200,000
有限会社森林スマイル企画 5,910,000
株式会社田嶋造園土木 6,150,000
有限会社ミヤテック 5,275,956 ○
株式会社山献 6,000,000

予定価格
最低制限価格

落合建設株式会社 5,280,000
栗原産業 5,400,000
有限会社黒沢造園関東重機 5,220,000
寿産業株式会社 4,900,000 ○
須田建設株式会社 5,011,000
株式会社高橋造園 5,050,000
株式会社富山工務所 5,200,000
株式会社両岩 4,980,000

予定価格
最低制限価格

株式会社岩崎工務店 1,780,000
株式会社加藤建設 1,845,000
有限会社佐藤建設 1,698,000
株式会社高橋造園 1,730,000
有限会社松岡建設 辞退
株式会社山献 1,900,000
株式会社両神産業 1,530,000 ○

予定価格
最低制限価格

株式会社岩田組 30,300,000 失格
株式会社ウッディーコイケ 34,960,000
小澤建築 34,200,000
落合建設株式会社 33,800,000

有限会社喜多工務店 34,850,000

有限会社黒沢ハウジング 34,400,000
須田建設株式会社 34,245,000
有限会社戸田工務店 34,300,000
株式会社丸稲工務店 34,300,000
株式会社丸山工務店 33,480,000
株式会社山口組 34,000,000
株式会社山崎工務店 32,000,000 ○

予定価格
最低制限価格

桂測量設計株式会社 9,300,000 ○
株式会社シビル技術 9,440,000
正伝測量有限会社 9,680,000
株式会社千島測量設計 9,550,000
秩父測量設計株式会社 9,550,000
株式会社ヤマホン　小鹿野営業所 9,500,000

予定価格
最低制限価格

アジア航測株式会社　埼玉支店 1,800,000 ○
桂測量設計株式会社 2,890,000
株式会社シビル技術 3,210,000
正伝測量有限会社 2,880,000
株式会社千島測量設計 2,830,000
株式会社パスコ　さいたま支店 4,200,000
株式会社ヤマホン　小鹿野営業所 2,770,000

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 9,400,000
株式会社橋梁コンサルタント　さいたま事務所 9,300,000
共和コンサルタント株式会社 9,000,000 ○
サンコーコンサルタント株式会社　北関東支店 9,500,000
新日本設計株式会社　関東事務所 9,660,000
セントラルコンサルタント株式会社　北関東営業所 10,500,000
大日本コンサルタント株式会社　関東支社　 9,200,000
三井共同建設コンサルタント株式会社　北関東事務所 9,688,000

9,630,000 契約日

2,936,000

入札金額

33,520,000

平成31年1月31日

平成31年3月8日

契約日

～

5,275,955 平成30年10月31日

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

森林管理道長久保線落石防
護網設置工事

5,996,000

工　　　事　　　名 工事場所等

秩父郡小鹿野
町藤倉地内

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6月27日

工　　　事　　　名 工事場所等

町営住宅滝原・小沢口団地
一部解体工事

秩父郡小鹿野町
両神小森地内

　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

～

道の駅両神温泉薬師の湯駐
車場区画線工事

小鹿野町消防団第5支団第3
分団詰所新築工事 ～

契約日

30,371,723

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

～

―

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
般若地内

国土調査地籍測量委託（般
若10・11）事業

事　　　業　　　名 納入場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者

交通安全施設管理台帳作成
業務委託

秩父郡小鹿野町
全域

履　行　期　限

9,302,000 契約日

～

―

契約日

～

― 平成30年9月28日

平成30年12月20日

小鹿野町橋梁修繕設計業務
委託

契約日

秩父郡小鹿野町飯
田・両神薄地内

1,332,862

1,542,000

平成30年9月28日

～

契約日

4,505,603

4,984,000

平成30年11月30日

秩父郡小鹿野町
両神薄地内

秩父郡小鹿野
町三山外地内



予定価格
最低制限価格

基礎地盤コンサルタンツ株式会社　北関東支店 6,500,000 ○
株式会社橋梁コンサルタント　さいたま事務所 9,250,000
株式会社協和コンサルタンツ　関東営業所 10,000,000
株式会社建設技術研究所　関東事務所 6,690,000
サンコーコンサルタント株式会社　北関東支店 6,950,000
セントラルコンサルタント株式会社　北関東営業所 11,000,000
日本工営株式会社　北関東事務所 9,500,000
株式会社ニュージェック　埼玉事務所 12,000,000

予定価格
最低制限価格

税理士法人エム・エム・アイ 1,598,400
ＯＡＧ税理士法人 1,930,000
株式会社鈴正コンサルタンツ 辞　退
税理士法人ＴＭＳ　練馬事務所 1,500,000
日本会計コンサルティング株式会社 1,050,000 ○

※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。

8,954,000
契約日

～

― 平成30年11月30日

1,623,000 契約日

～

―

　業　者　名　 入札金額 落札者 履　行　期　限

小鹿野町トンネル定期点検
業務委託

小鹿野町財務書類等作成支
援業務委託

平成31年3月15日

小鹿野町総合
政策課

秩父郡小鹿野
町飯田外地内

事　　　業　　　名 納入場所等

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


