
予定価格
最低制限価格

有限会社相沢電気 2,136,000
石田電気 無効
有限会社小鹿野電気 1,942,000 〇
門平防災工業 1,942,000
有限会社寺井電気 1,942,000
豊田防災 辞退

予定価格
最低制限価格

株式会社岩田組 2,130,000
小澤建築 2,140,000
落合建設株式会社 2,100,000 〇
有限会社喜多工務店 2,113,000
有限会社黒沢ハウジング 2,130,000
須田建設株式会社 2,121,000
有限会社戸田工務店 2,150,000
株式会社山崎工務店 辞退

予定価格
最低制限価格

株式会社岩田組 1,710,000
小澤建築 1,675,000 〇
落合建設株式会社 1,726,000
有限会社喜多工務店 1,693,000
有限会社黒沢ハウジング 1,708,000
須田建設株式会社 1,731,000
有限会社戸田工務店 1,685,000
株式会社山崎工務店 辞退

予定価格
最低制限価格

浦島設計事務所 8,800,000
株式会社江田設計 5,500,000
黒澤一級建築士事務所 1,600,000
クロサワ設計事務所 1,290,000 〇
株式会社丸岡設計 4,780,000
株式会社山利建設技術 7,850,000

予定価格
最低制限価格

昱株式会社 北関東支店 辞退
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　関東支店 辞退
株式会社関電工　埼玉支店 辞退
キヤノンシステムアンドサポート株式会社 辞退
彩ネット株式会社 34,852,580
パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社　東京本部 辞退
株式会社富士通エフサス 28,500,000 〇
富士電機ＩＴソリューション株式会社 辞退
扶桑電通株式会社 42,843,540
ミツイワ株式会社 38,207,400
株式会社ミライト　埼玉営業所 辞退

予定価格
最低制限価格

株式会社岩崎工務店 15,000,000 〇
株式会社岩田組 15,970,000
株式会社加藤建設 辞退
有限会社黒建工業 辞退
須田建設株式会社 辞退
株式会社高橋造園 18,988,000
株式会社田嶋造園土木 辞退
株式会社富山工務所 辞退
有限会社長若建設 辞退
株式会社山崎工務店 辞退
株式会社両神産業 16,900,000

予定価格
最低制限価格

株式会社岩崎工務店 6,215,000
株式会社岩田組 6,210,000
株式会社加藤建設 6,180,000 〇
有限会社黒建工業 6,210,000
須田建設株式会社 6,219,000
株式会社富山工務所 6,213,000
有限会社長若建設 6,212,000
株式会社山献 辞退
株式会社山崎工務店 辞退
株式会社両神産業 6,198,000

工事名 工事場所等

工事名 工事場所等

工事名 工事場所等

森林管理道釜の沢伊
豆沢線舗装工事

森林管理道長久保線
施設災害復旧工事

小鹿野町小中学校情
報通信ネットワーク
環境整備工事

小鹿野地内

両神小森地内

飯田地内

小鹿野地内外

藤倉地内

般若地内

入札金額 落札者 施工期間

16,832,000
契約日

～

14,811,000 令和3年1月29日

　業　者　名　 入札金額 落札者 施工期間

国保町立小鹿野中央
病院屋上防水改修工
事

　業　者　名　 入札金額 落札者 施工期間

6,215,000
契約日

～

5,410,000 令和2年12月25日

　業　者　名　

広河原公衆便所改修
工事

1,729,000
契約日

～

1,541,000
令和2年11月30日

31,592,000
契約日

～

27,752,000 令和3年2月26日

　業　者　名　 入札金額 落札者 履行期間業務名 業務場所等

1,672,000
契約日

～

- 令和3年1月29日

　業　者　名　 入札金額 落札者 施工期間

契約日

～

1,929,000 令和2年11月30日

工事名 工事場所等

（仮称）小鹿野町相
撲場設計業務委託

町道178号線外道路照
明灯（LED化）設置工
事

2,773,000
契約日

～

1,942,000 令和2年12月15日

工事名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 施工期間

小鹿野地内外

2,155,000

令和2年8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



予定価格
最低制限価格

落合建設株式会社 3,600,000
株式会社加藤建設 3,570,000
有限会社黒沢造園関東重機 3,550,000
寿産業株式会社 辞退
有限会社佐藤建設 辞退
株式会社高橋造園 3,585,000
株式会社田嶋造園土木 3,147,000 〇
株式会社富山工務所 辞退

予定価格
最低制限価格

株式会社岩崎工務店 2,876,000
有限会社黒建工業 2,867,000
須田建設株式会社 辞退
有限会社長若建設 3,300,000
有限会社松岡建設 辞退
株式会社山献 辞退
株式会社山崎工務店 辞退
株式会社両神産業 3,100,000 〇
株式会社両岩 2,867,000

予定価格
最低制限価格

株式会社ウッディーコイケ 1,554,000
輝光園 1,700,000
有限会社黒沢造園関東重機 1,770,000
有限会社森林スマイル企画 1,700,000
株式会社高橋造園 1,550,000 〇
株式会社田嶋造園土木 辞退
秩父広域森林組合 1,600,000
株式会社山献 辞退

予定価格
最低制限価格

株式会社加藤建設 1,534,000
有限会社黒沢造園関東重機 1,550,000
須田建設株式会社 1,530,000
株式会社富山工務所 1,560,000
有限会社長若建設 1,570,000
有限会社ミヤテック 1,368,000 〇
株式会社山崎工務店 辞退
株式会社両岩 1,571,000

予定価格
最低制限価格

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　関東支店 辞退
キヤノン電子ビジネスシステムズ株式会社 辞退
五幸事務機株式会社 辞退
彩ネット株式会社 59,970,000
株式会社ナブアシスト 51,980,000 〇
株式会社富士通エフサス　関越支社 辞退
富士電機ＩＴソリューション株式会社 辞退
ミツイワ株式会社　関東営業部 辞退
株式会社ミライト　埼玉営業所 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 辞退

予定価格
最低制限価格

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　関東支店 32,640,000 〇
ＮＴＴファイナンス株式会社　関東支店 辞退
株式会社ＪＥＣＣ 32,784,000
首都圏リース株式会社 辞退
富士通リース株式会社　関東支店 辞退
みずほ東芝リース株式会社 32,820,000
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 辞退
三菱電機クレジット株式会社 辞退
リコーリース株式会社　関東支社 辞退
株式会社両備システムズ 辞退

予定価格
最低制限価格

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　関東支店 12,198,000 〇
ＮＴＴファイナンス株式会社　関東支店 辞退
株式会社ＪＥＣＣ 12,600,000
首都圏リース株式会社 辞退
富士通リース株式会社　関東支店 辞退
みずほ東芝リース株式会社 辞退
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 辞退
三菱電機クレジット株式会社 辞退
リコーリース株式会社　関東支社 辞退
株式会社両備システムズ 辞退

文書管理システム更
新に係る賃貸借事業

小鹿野町役場

13,658,000
契約日

～

- 令和8年2月28日

基幹系システムハー
ドウェア更改に係る
賃貸借事業

小鹿野町役場

36,137,000
契約日

～

-
令和7年11月30日

事業名 納入場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 納入期間

小鹿野町小中学校タ
ブレット端末導入事
業

小鹿野地内外

58,961,000
契約日

～

- 令和3年1月29日

事業名 納入場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 納入期間

両神薄地内

事業名 納入場所等

工事名 工事場所等

両神薄地内

犬木の不整合通路法
面改修工事 ～

3,147,000 令和2年12月28日

三山地内

　業　者　名　 入札金額 落札者 施工期間

令和2年10月30日

契約日

～

　業　者　名　 入札金額 落札者 施工期間

3,605,000
契約日

町道189号線舗装工事

1,573,000
契約日

～

1,368,000 令和2年12月15日

工事名 工事場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者

小鹿野地内

両神薄坂戸地内流路
風倒木撤去工事

契約日

工事名 工事場所等

～

施工期間

　業　者　名　 入札金額 落札者 納入期間

1,780,000

1,549,000

2,877,000 令和2年12月15日

施工期間入札金額 落札者

日向大谷駐車場舗装
工事

3,307,000

工事名 工事場所等 　業　者　名　



予定価格
最低制限価格

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　関東支店 8,364,000 〇
ＮＴＴファイナンス株式会社　関東支店 辞退
株式会社ＪＥＣＣ 8,454,000
シャープマーケティングジャパン株式会社　ビジネスソリューション担当 辞退
首都圏リース株式会社 辞退
株式会社ナブアシスト 辞退
富士通リース株式会社　関東支店 辞退
三菱電機クレジット株式会社 辞退
リコーリース株式会社　関東支社 辞退
株式会社両備システムズ 辞退

予定価格
最低制限価格

朝日航洋株式会社 埼玉支店 10,330,000
アジア航測株式会社 埼玉支店 11,700,000
国際航業株式会社 埼玉支店 10,100,000
国土地図株式会社 12,200,000
株式会社日本インシーク 埼玉支店 11,600,000
株式会社パスコ　さいたま支店 8,750,000 〇

予定価格
最低制限価格

桂測量設計株式会社 480,000 〇
株式会社シビル技術 辞退
正伝測量有限会社 520,000
株式会社千島測量設計 530,000
株式会社ヤマホン　小鹿野営業所 520,000国土調査地籍測量委

託（長留１６）事業
長留地内

488,000
契約日

～

- 令和2年12月18日

固定資産税航空写真
撮影業務

小鹿野町全域

8,960,000
契約日

～

- 令和3年3月29日

業務名 業務場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 履行期間

戸籍情報総合システ
ム更改に係る賃貸借
事業

小鹿野町役場

9,234,000
契約日

～

- 令和8年2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

事業名 納入場所等 　業　者　名　 入札金額 落札者 納入期限

※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。


