
予定価格
最低制限価格

落合建設株式会社 5,380,000
株式会社加藤建設 5,200,000 ○
輝光園 5,300,000
寿産業株式会社 5,490,000
有限会社佐藤建設 5,420,000
有限会社森林スマイル企画 辞退
株式会社高橋造園 5,330,000
株式会社田嶋造園土木 5,450,000

予定価格
最低制限価格

株式会社岩崎工務店 5,219,270
有限会社黒建工業 5,218,500
有限会社黒沢造園関東重機 6,006,000
有限会社長若建設 6,030,000
有限会社松岡建設 辞退
有限会社ミヤテック 5,218,170
株式会社山献 5,223,100
株式会社両岩 5,218,170 ○（抽選）

予定価格
最低制限価格

株式会社岩田組 5,200,000
小澤建築 4,530,000 ○
落合建設株式会社 4,695,000
有限会社喜多工務店 4,740,000
有限会社黒沢ハウジング 4,760,000
須田建設株式会社 4,930,000
有限会社戸田工務店 4,755,000
株式会社山崎工務店 5,013,000

予定価格
最低制限価格

川本技研工業株式会社 3,500,000
株式会社カンエイメンテナンス 2,930,000
環境計装株式会社 3,265,000
協栄工業株式会社 3,200,000
城山産業株式会社　埼玉支店 2,820,000 ○
有限会社進和 2,980,000
第一産業株式会社 2,840,000

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 4,300,000
株式会社橋梁コンサルタント　さいたま事務所 4,300,000
共和コンサルタント株式会社 4,100,000 ○
サンコーコンサルタント株式会社　北関東支店 4,300,000
新日本設計株式会社　関東事務所 4,300,000
セントラルコンサルタント株式会社　北関東営業所 4,690,000
大日本コンサルタント株式会社　関東支社　 4,300,000
三井共同建設コンサルタント株式会社　北関東事務所 4,300,000

予定価格
最低制限価格

浦島設計事務所 1,250,000
株式会社江田設計 辞退
黒澤一級建築士事務所 1,200,000
クロサワ設計事務所 1,180,000 ○
株式会社日建補償設計 2,700,000
株式会社丸岡設計 1,560,000
株式会社山利建設技術 2,400,000

予定価格
最低制限価格

株式会社オオツカ 5,308,000
有限会社加藤スポーツ店 5,344,000
有限会社加藤屋洋品店 5,264,000
門平防災工業 5,200,000 ○
豊田防災 5,232,000
丸京商事株式会社　小鹿野支店 5,352,000

泉田排水路整備工事

5,407,000
契約日

下小鹿野地内 ～

4,722,258 平成31年2月28日

平成30年8月29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

森林管理道中平線舗装工事

5,948,000
契約日

両神小森地内 ～

5,218,170 平成30年12月20日

工事名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 施工期間

大徳院公衆便所新築工事

4,548,000
契約日

下小鹿野地内 ～

4,077,282 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

藤倉地内
～

― 平成30年12月20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
工事設計業務委託

1,182,000
契約日

両神薄地内
～

― 平成30年12月22日

事業名 納入場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 納入期間

小鹿野町消防団員用防火衣
等購入事業

5,240,000
契約日

小鹿野町役場
総務課 ～

― 平成30年12月14日

工事名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 施工期間

衛生センター脱臭設備修繕
工事

2,926,000
契約日

伊豆沢地内 ～

2,619,791 平成30年12月17日

業務名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履行期間

町道468号線遠嶽橋修繕設計
業務委託

4,333,000
契約日



予定価格
最低制限価格

株式会社オオツカ 1,984,600 ○
門平防災工業 2,011,200
豊田防災 2,002,000
丸京商事株式会社　小鹿野支店 2,067,000

　

予定価格
最低制限価格

株式会社オオツカ 1,300,000
門平防災工業 1,290,000
豊田防災 1,253,000 ○
丸京商事株式会社　小鹿野支店 1,300,000

（再入札結果）

予定価格
最低制限価格

有限会社新井運輸 3,400,000
有限会社関口商店 2,224,000 ○
秩通商事株式会社 2,396,600
秩父鉄道観光バス株式会社 2,880,000
株式会社ファースト秩父バス 2,318,200

予定価格
最低制限価格

株式会社エックス都市研究所 辞退
エヌエス環境株式会社　東京支社 4,830,000
株式会社ケー・シー・エス　東京支社 辞退
株式会社建設技術研究所　関東事務所 6,470,000
地域計画株式会社　埼玉事業部 980,000 ○
有限会社地域政策ネットワーク研究所 2,180,000
ランドブレイン株式会社 7,200,000
株式会社リジオナル・プランニング・チーム 辞退
株式会社早稲田環境研究所 辞退

予定価格
最低制限価格

キヤノン電子ビジネスシステムズ株式会社 3,895,260
五幸事務機株式会社 3,060,366 ○
日本情報システム株式会社 辞退
リコージャパン株式会社販売事業本部埼玉支
社公共文教営業部

3,180,840

予定価格
最低制限価格

有限会社加藤スポーツ店 969,000 ○
株式会社栗原医療器械店　熊谷支店 辞退
シンコースポーツ株式会社　埼玉支店 辞退
株式会社高橋医科器械店 1,038,000
東京体育機器株式会社 辞退
株式会社フクシ・エンタープライズ　埼玉支店 1,188,000
株式会社ワコーインターナショナル　埼玉支店 辞退

事業名 納入場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 納入期間

事業名 納入場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 納入期間

消防消耗資機材等購入事業

2,265,500
契約日

小鹿野町役場
総務課 ～

― 平成30年10月22日

業務名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履行期間

消防施設備品購入事業

1,275,000
契約日

小鹿野町役場
総務課 ～

― 平成30年10月22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。

両神山麓花の郷ダリア園無
料送迎バス借上げ事業

2,423,480
契約日

両神薄地内 ～

― 平成30年10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

小鹿野町地球温暖化対策実
行計画事務事業編改定業務
委託

2,750,000
契約日

小鹿野町内 ～

― 平成31年1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

小鹿野町モノクロ複合機賃
貸借事業

4,089,000
契約日

～

― 2023年10月31日

小鹿野町役場
小鹿野庁舎

事業名 納入場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 納入期間

いきいき館トレーニング機
器購入事業

1,194,000
契約日

小鹿野町般若
の丘・いきい
き館

～

― 平成30年10月31日


