
予定価格
最低制限価格

株式会社岩崎工務店 14,850,000
有限会社黒建工業 14,750,000 　
須田建設株式会社 14,970,000
株式会社高橋造園 14,900,000
株式会社富山工務所 14,500,000 ○
有限会社長若建設 14,700,000
株式会社両神産業 14,900,000
株式会社両岩 15,000,000

予定価格
最低制限価格

株式会社岩崎工務店 33,050,000
株式会社岩田組 32,950,000
有限会社黒建工業 33,100,000
株式会社斎藤組 33,000,000
須田建設株式会社 33,000,000
株式会社山口組 32,900,000
株式会社山崎工務店 32,500,000 ○
株式会社両神産業 33,070,000

予定価格
最低制限価格

株式会社加藤建設 1,201,000 ○
有限会社黒沢造園関東重機 1,640,000
有限会社松岡建設　 辞退
有限会社ミヤテック 1,091,640 失格
株式会社山献 1,600,000

予定価格
最低制限価格

株式会社岩田組 2,420,000
小澤建築 辞退
落合建設株式会社 2,220,000 ○
有限会社喜多工務店 2,670,000
有限会社黒沢ハウジング 2,440,000
須田建設株式会社 2,600,000
有限会社戸田工務店 2,535,000
株式会社山崎工務店 2,640,000

予定価格
最低制限価格

エコサービス株式会社 辞退
川本技研工業株式会社 29,000,000
株式会社カンエイメンテナンス 25,480,000
協栄工業株式会社 26,050,000
城山産業株式会社　埼玉支店 24,950,000
有限会社進和 23,900,000
第一産業株式会社 23,500,000 ○
日本環境技術株式会社 25,850,000

予定価格
最低制限価格

桂測量設計株式会社 970,000 ○
株式会社シビル技術 1,080,000
正伝測量有限会社 980,000
株式会社千島測量設計 1,020,000
株式会社ヤマホン　小鹿野営業所 1,030,000

予定価格
最低制限価格

桂測量設計株式会社 750,000
株式会社シビル技術 700,000 ○
正伝測量有限会社 710,000
株式会社千島測量設計 720,000
株式会社ヤマホン　小鹿野営業所 750,000

小鹿野町橋梁修繕工事（皆
本橋工区）

14,648,000 契約日

三山地内 ～

12,727,534 平成30年12月20日

平成30年7月25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 施工期間

小鹿野町橋梁修繕工事（薄
大橋工区）

32,797,000 契約日

両神薄地内 ～

28,782,945 平成31年1月31日

工事名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 施工期間

町道両神５号線舗装工事

1,254,000 契約日

両神小森地内 ～

1,091,669 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 施工期間

伊豆沢地内 ～

21,511,319 平成31年1月31日

工事名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 施工期間

般若水路境界柱再現業務委
託

1,086,000 契約日

般若地内 ～

― 平成30年9月28日

業務名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履行期間

第５支団第１分団詰所新築
用地境界測量業務委託

812,000
契約日

両神薄地内 ～

― 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 施工期間

秩父荘いす式階段昇降機設
置工事

2,231,000 契約日

下小鹿野地内 ～

2,024,747 平成30年10月31日

業務名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履行期間

小鹿野町衛生センター浄化
槽用遠心除渣機更新工事

23,770,000
契約日



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 1,280,000
株式会社シビル技術 1,300,000
正伝測量有限会社 1,450,000
株式会社千島測量設計 1,200,000
株式会社パスコ　さいたま支店 1,080,000 ○
株式会社ヤマホン　小鹿野営業所 1,350,000

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 20,100,000
共和コンサルタント株式会社 19,700,000 ○
サンコーコンサルタント株式会社　北関東支店 20,300,000
新日本設計株式会社　関東事務所 20,125,000
高橋測量設計株式会社 20,000,000
株式会社千島測量設計 19,950,000
秩父測量設計株式会社 19,980,000
株式会社なドマン技術研究所 20,000,000

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 9,800,000
共和コンサルタント株式会社 10,000,000
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 10,500,000
高橋測量設計株式会社 9,680,000
株式会社千島測量設計 9,580,000
秩父測量設計株式会社 9,900,000
株式会社なドマン技術研究所 9,600,000

予定価格
最低制限価格

ＮＥＣネクサ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
株式会社ＮＴＴネクシア　関東信越支店 1,260,000
株式会社ケー・デー・シ― 失格
ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店 1,080,000 ○
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

株式会社栗原医療器械店　熊谷支店 辞退
小山株式会社　埼玉営業所 50,134,125
株式会社サンワックス 辞退
株式会社高橋医科器械店 辞退
日商リネンサプライ株式会社 43,698,300 ○
株式会社ライズ　埼玉営業所 辞退

業務名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履行期間

業務名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履行期間

新増築・滅失家屋異動判読
業務

1,200,000
契約日

小鹿野町全域 ～

― 平成30年12月21日

業務名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履行期間

小鹿野町橋梁定期点検業務
委託

20,185,000 契約日

小鹿野外地内 ～

― 平成31年1月31日

※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。

※議会議決案件の契約日は、議決後の指定日となります。

小鹿野町林道橋定期点検業
務委託

10,394,000 契約日

小鹿野町全域 ～

― 平成31年1月31日

業務名 業務場所等 　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

1,542,000 契約日

小鹿野町内外
対象者 ～

― 平成31年3月31日

事業名 納入場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 納入期間

国民健康保険町立小鹿野中
央病院白衣等洗濯付賃貸借
業務

55,555,556 契約日

～

― 2023年9月30日

国民健康保険
町立小鹿野中
央病院


