
予定価格
最低制限価格

有限会社相沢電気 5,296,000
石田電気 辞退
有限会社小鹿野電気 6,380,000
門平防災工業 7,100,000
有限会社寺井電気 6,320,000 ○
豊田防災 辞退

予定価格
最低制限価格

今井自動車 辞退
有限会社大杉自動車興業 無効
笠原自動車整備工場 1,045,500
有限会社加藤自動車 1,009,800
有限会社関口商店 999,600
トミオ自動車整備工場 1,010,000
有限会社奈倉輪業 996,000 ○

予定価格
最低制限価格

予定価格
最低制限価格

株式会社アイアールエス 9,680,000
アシスト株式会社 辞退
株式会社ぎょうせい　関東支社 辞退
株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 辞退
第一法規株式会社 辞退
株式会社地域計画研究所 辞退
地域計画株式会社　埼玉事業部 9,300,000 ○

予定価格
最低制限価格

株式会社ＨＹＳエンジニアリングサービス　サービス事業部　サービス本部 532,000
株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 辞退
電気興業株式会社　埼玉営業所 456,000 ○
日本フィールド･エンジニアリング株式会社　北関東センター 辞退
日本無線株式会社　埼玉営業所 辞退
株式会社日立国際電気　北関東営業所 辞退

予定価格
最低制限価格

株式会社岩崎工務店 9,400,000
株式会社岩田組 9,400,000
株式会社加藤建設 9,780,000
須田建設株式会社 9,500,000
株式会社富山工務所 9,350,000 ○
有限会社長若建設 9,770,000
株式会社山献 辞退
株式会社山崎工務店 9,510,000

予定価格
最低制限価格

株式会社岩田組 7,360,000
有限会社黒建工業 7,400,000
有限会社黒沢造園関東重機 7,420,000
須田建設株式会社 7,350,000
株式会社富山工務所 7,380,000
有限会社長若建設 7,400,000
株式会社山献 辞退
株式会社山崎工務店 7,300,000 ○

令和2年4月28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

小鹿野中学校特別教室空気
調和設備設置工事

9,024,000
契約日

～

6,317,000 令和2年8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

庁用自動車購入事業

1,363,637
契約日

～

― 令和2年6月19日

事業名 納入場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 納入期間

小鹿野総合センターデジタ
ル複合機賃貸借事業

―

取止め

業務名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履行期間

小鹿野町地域福祉計画、小
鹿野町障害者計画等及び小
鹿野町総合保健福祉計画策
定業務委託

10,220,000
契約日

～

― 令和3年3月19日

業務名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履行期間

小鹿野町全国瞬時警報シス
テム保守点検業務委託

532,000
契約日

～

― 令和3年3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702号線舗装工事

9,569,000
契約日

～

8,352,000 令和2年7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89号線舗装工事

7,345,000
契約日

～

6,397,000 令和2年8月31日

小鹿野地内

小鹿野町役場
小鹿野庁舎

小鹿野総合セ
ンター

小鹿野町保健
福祉センター

小鹿野地内

飯田地内

小鹿野地内



予定価格
最低制限価格

株式会社岩崎工務店 5,460,000
落合建設株式会社 5,445,000
輝光園 5,463,000
栗原産業 5,380,000
有限会社黒建工業 5,435,000
株式会社田嶋造園土木 5,450,000
有限会社松岡建設 5,420,000
株式会社両神産業 5,350,000 ○

予定価格
最低制限価格

株式会社岩崎工務店 辞退
株式会社加藤建設 4,198,000
有限会社黒沢造園関東重機 4,212,000
須田建設株式会社 4,213,000
有限会社松岡建設 4,215,000
有限会社ミヤテック 4,199,000 ○
株式会社山献 辞退
株式会社両岩 4,800,000

予定価格
最低制限価格

株式会社岩崎工務店 4,600,000 ○
株式会社岩田組 4,610,000
株式会社加藤建設 4,659,000
有限会社黒建工業 4,620,000
株式会社富山工務所 4,650,000
有限会社長若建設 4,660,000
株式会社山崎工務店 4,650,000
株式会社両神産業 4,650,000

予定価格
最低制限価格

落合建設株式会社 4,030,000
輝光園 4,000,000
有限会社黒建工業 3,915,000
有限会社佐藤建設 辞退
有限会社森林スマイル企画 3,950,000
有限会社長若建設 4,030,000
株式会社両神産業 3,900,000 ○
株式会社両岩 3,910,000

予定価格
最低制限価格

有限会社黒建工業 3,319,000
有限会社黒沢造園関東重機 3,809,000
須田建設株式会社 3,799,600
有限会社松岡建設 3,810,000
有限会社ミヤテック 3,321,000 ○
株式会社山献 辞退
株式会社両神産業 3,780,000
株式会社両岩 3,810,000

予定価格
最低制限価格

落合建設株式会社 2,950,000
輝光園 2,967,500
寿産業株式会社 2,990,000
有限会社佐藤建設 辞退
有限会社森林スマイル企画 2,956,000
株式会社高橋造園 2,956,100
株式会社田嶋造園土木 2,936,000
有限会社松岡建設 2,930,900 ○

予定価格
最低制限価格

落合建設株式会社 2,012,000
株式会社加藤建設 2,010,000
輝光園 2,015,000
栗原産業 2,020,000
寿産業株式会社 2,000,000 ○
株式会社高橋造園 2,008,000
株式会社田嶋造園土木 2,006,000
株式会社富山工務所 2,005,000

森林管理道長久保線　県単
独施設災害復旧工事

2,032,000
契約日

～

1,768,000 令和2年8月31日

工事名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者

藤倉地内

森林管理道藤指線　県単独
施設災害復旧工事

2,990,000
契約日

～

2,594,000 令和2年8月31日

工事名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額

両神薄地内

森林管理道浦島線　県単独
施設災害復旧工事

3,817,000

工事名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 施工期間

両神薄地内

契約日

～

4,199,000 令和2年8月31日

施工期間入札金額 落札者

森林管理道釜の沢伊豆沢線
県単独施設災害復旧工事

4,826,000

工事名 工事場所等 　業　者　名　

　業　者　名　 入札金額 落札者 施工期間

令和2年8月31日

～

4,659,000

4,039,000

両神薄地内

契約日

落札者 施工期間

施工期間

施工期間

～

3,321,000 令和2年8月31日

町道両神1196号線側溝整備
工事

4,041,000
契約日

～

3,528,000 令和2年8月31日

工事名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者

両神小森地内

森林管理道柏沢線　県単独
施設災害復旧工事

契約日

工事名 工事場所等

工事名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 施工期間

森林管理道日蔭入線　県単
独施設災害復旧工事

5,463,000
契約日

～

4,769,000 令和2年8月31日

両神薄地内

伊豆沢地内



予定価格
最低制限価格

株式会社加藤建設 1,502,000
栗原産業 1,503,000
有限会社黒沢造園関東重機 1,505,000
寿産業株式会社 1,500,000
株式会社高橋造園 1,505,000
株式会社田嶋造園土木 1,505,000
有限会社ミヤテック 1,310,000 ○

予定価格
最低制限価格

桂測量設計株式会社 1,250,000 ○
株式会社シビル技術 1,270,000
正伝測量有限会社 1,290,000
株式会社千島測量設計 1,290,000
株式会社ヤマホン　小鹿野営業所 1,300,000

予定価格
最低制限価格

株式会社環境総合研究所 2,526,000
株式会社環境テクノ 1,820,200
株式会社熊谷環境分析センター 1,799,400
一般社団法人埼玉県環境検査研究協会 1,814,000
株式会社総合環境分析埼玉営業所 1,865,000
山根技研株式会社 1,780,000 ○

予定価格
最低制限価格

川本技研工業株式会社 1,880,000
環境計装株式会社 1,652,000 ○
株式会社環境総合研究所 1,758,500
一般社団法人埼玉県環境検査研究協会 1,803,600
株式会社高見沢分析化学研究所 辞退衛生センター各種測定計器

保守点検業務委託

1,654,000
契約日

～

― 令和3年3月25日

業務名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者

小鹿野町衛生
センター

※議会議決案件の契約日は、議決後の指定日となります。

※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。

※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。

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

衛生センター水質大気分析
業務委託

1,830,000
契約日

～

― 令和3年3月25日

小鹿野町内

業務名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履行期間

町道11号線用地境界測量業
務委託

1,365,000
契約日

～

― 令和2年8月31日

下小鹿野地内

工事名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 施工期間

森林管理道桧山線　県単独
施設災害復旧工事

1,506,000
契約日

～

1,310,000 令和2年8月31日

藤倉地内


