
予定価格

落札金額

3,219,000

2,890,000

1,320,000

45,450,000

1,878,000

9,550,000

8,970,000

8,100,000

26,674,000

26,500,000

2,584,000

2,500,000

14,254,000

13,678,000

1,300,000

620,000

1,500,000

9,201,000

9,200,000

平成26年10月23日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 ほたる公園ほたる舎塗装工事 ㈲海野塗装工業 6 1 事前公表案件

2 消防団救助用工具購入 ㈱消防弘済会 5 1

3
市道第1259号線（福生駅自由通
路）改良工事（建築）

9 1
事前公表案件
不調

4
庁内ネットワーク機器借上（イン
ターネットメールサーバ）

富士通リース㈱ 5 1

5
市道第1259号線（福生駅自由通
路）改良工事（電気設備）

㈲モリヤ電気 7 1 事前公表案件

6 道路台帳平面図等補正委託 ㈱プランニングマップ 6 1

7
市道第1160号線（宿橋通り）改良
工事

成友興業㈱ 福生営業所 7 1 事前公表案件

8 私道整備その１工事 多摩ライン㈱ 5 1 事前公表案件

9 道路照明灯LED化工事（その５） ㈱細谷電機 7 1 事前公表案件

10 公園台帳補正委託 ㈱プランニングマップ 5 1

11
消防団第四分団車庫改良工事設計
委託

㈱タマ建築設計事務所 4 1

12
中央排水区６号幹線周辺雨水管渠
調査委託

㈱ふくみ 5 1

※予定価格（工事案件のみ）・落札金額は、円単位で消費税及び地方消費税を含んでいません。

13 中央排水区H26その１工事 鈴木土建㈱ 6 1 事前公表案件



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00352 件名

内部発注番号 42600000003822
ほたる公園ほたる舎塗装工事入札見積締切日時 2014年10月22日 17時00分

開札日時 2014年10月23日 9時00分

予定価格 3,476,520円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園三丁目９番地１先

業種 3700 一般塗装

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社海野塗装工業

所在地 東京都福生市武蔵野台一丁目４番地７

落札金額 2,890,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社海野塗装工業 2,890,000円 落札

2 株式会社平田建装 3,100,000円

3 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 3,200,000円

4 有限会社麻生マーク 3,210,000円

5 株式会社マルリョウ

辞退

6 有限会社秋元

不参

備考 【概要】
ほたる舎　内部鉄骨塗装　一式
　　　　　屋根補修　　　一式
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00350 件名

内部発注番号 42600000004054
消防団救助用工具購入入札見積締切日時 2014年10月22日 17時00分

開札日時 2014年10月23日 9時05分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市指定の場所

営業種目１ 026 警察・消防・防災用品 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社消防弘済会

所在地 東京都立川市羽衣町三丁目２７番１９号

落札金額 1,320,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 1,320,000円 落札

2 株式会社オガワ防災 1,433,500円

3 株式会社サンワ 1,442,000円

4 株式会社多摩綜合防災 1,875,200円

5 セントラル防災工業株式会社 多摩支店

辞退

備考 【概要】
チェーンソー　　　　　　　４台
油圧式ジャッキ　　　　　　９台
折りたたみ式担架　　　　　４枚
背負式・救助資機材セット　18組
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00353 件名

内部発注番号 42600000003905
市道第1259号線（福生駅自由通路）改良工事（建

築）
入札見積締切日時 2014年10月22日 17時00分

開札日時 2014年10月23日 9時10分

予定価格 49,086,000円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生地内

業種 0700 建築工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東鉄工業株式会社 八王子支店

辞退

2 大林道路株式会社 多摩営業所

辞退

3 西武建設株式会社 東京支店

辞退

4 鉄建建設株式会社 東京支店

辞退

5 株式会社塩田組

辞退

6 株式会社島田組 福生営業所

辞退

7 株式会社五光建設

辞退

8 株式会社山口建興

辞退

9 株式会社瀧島建設 多摩支店

不参

備考 【概要】
天井張替え工事一式・・・322㎡
屋根改修工事一式・・・・209㎡
 
※予定価格事前公表案件
※全者応札なしのため打ち切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00351 件名

内部発注番号 42600000004049
庁内ネットワーク機器借上（インターネットメールサ

ーバ）
入札見積締切日時 2014年10月22日 17時00分

開札日時 2014年10月23日 9時15分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 131 賃貸業務 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 富士通リース株式会社

所在地 東京都千代田区神田練塀町３番地

落札金額 1,878,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 1,878,000円 落札

2 日本電子計算株式会社 1,962,000円

3 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

4 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

5 リコージャパン株式会社 首都圏営業本部　西
東京支社　LA営業部 辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
庁内のインターネット・メール環境を稼動させるためのシステムを構成するサーバ機器一式の借上
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00354 件名

内部発注番号 42600000003909
市道第1259号線（福生駅自由通路）改良工事（電

気設備）
入札見積締切日時 2014年10月22日 17時00分

開札日時 2014年10月23日 9時23分

予定価格 10,314,000円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生地内

業種 0800 電気工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社モリヤ電気

所在地 東京都福生市大字熊川７５４番地

落札金額 8,970,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社モリヤ電気 8,970,000円 落札

2 有限会社アクティブ電設 8,988,000円

3 株式会社細谷電機 9,034,000円

4 有限会社小林電業 9,090,000円

5 ホーエイ電設株式会社 9,280,000円

6 有限会社日福電設 9,285,000円

7 宮崎電気株式会社 9,350,000円

備考 【概要】
照明器具撤去新設　50台
天井張替え工事に伴う電気設備工事一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格8,416,000円（税抜）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00355 件名

内部発注番号 42600000003946
道路台帳平面図等補正委託入札見積締切日時 2014年10月22日 17時00分

開札日時 2014年10月23日 9時29分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市内

業種 1400 測量

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社プランニングマップ

所在地 東京都福生市加美平三丁目３４番地１６

落札金額 8,100,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社プランニングマップ 8,100,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 8,300,000円

3 有限会社三友測量設計 福生営業所 8,460,000円

4 株式会社ファースト設計 福生営業所 8,500,000円

5 株式会社ふくみ 8,500,000円

6 株式会社アース設計コンサルタント 8,500,000円

備考 【概要】
道路台帳の記載事項に変更が生じたため、道路法施行規則第４条の２第５項の規定により、補正委託を行う。
道路台帳平面図等補正　　　補正対象面積　0.026k㎡
地下埋設物台帳平面図補正　補正対象延長　新設24,336.0m、撤去18,108.5m
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00356 件名

内部発注番号 42600000003921
市道第1160号線（宿橋通り）改良工事入札見積締切日時 2014年10月22日 17時00分

開札日時 2014年10月23日 9時31分

予定価格 28,807,920円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生地内

業種 0600 一般土木工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 成友興業株式会社 福生営業所

所在地 東京都福生市福生699番地3

落札金額 26,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 成友興業株式会社 福生営業所 26,500,000円 落札

2 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 26,670,000円

3 株式会社島田組 福生営業所 26,674,000円

4 有限会社村尾造園土木 26,674,000円

5 株式会社第一建設

辞退

6 東山建設株式会社

辞退

7 鈴島建設株式会社

不参

備考 【概要】
施工延長　303.9ｍ　　　標準幅員　6.5ｍ
インターロッキングブロック設置工　車道部　 57㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　　歩道部　703㎡
アスファルト舗装工　447㎡
薄層カラー舗装工　209㎡
ボラード設置工　可動式　40本　　　固定式　39本
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格23,185,000円（税抜）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00357 件名

内部発注番号 42600000003984
私道整備その１工事入札見積締切日時 2014年10月22日 17時00分

開札日時 2014年10月23日 9時36分

予定価格 2,790,720円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

業種 0100 道路舗装工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 多摩ライン株式会社

所在地 東京都福生市牛浜３２番地１

落札金額 2,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 多摩ライン株式会社 2,500,000円 落札

2 有限会社麻生マーク

辞退

3 株式会社共進造園

辞退

4 有限会社村尾造園土木

辞退

5 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

備考 【概要】
申請のあった私道整備を行う。
①施工延長L=28.9ｍ　施工幅員W=5.0m
　L型側溝補修工　一式　アスファルト舗装工119.4㎡
②施工延長L=32.4ｍ　施工幅員W=4.5m
　L型側溝補修工　一式　アスファルト舗装工124.7㎡
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00358 件名

内部発注番号 42600000003920
道路照明灯LED化工事（その５）入札見積締切日時 2014年10月22日 17時00分

開札日時 2014年10月23日 9時48分

予定価格 15,394,320円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生地内

業種 0800 電気工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社細谷電機

所在地 東京都福生市加美平三丁目1番地3

落札金額 13,678,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社細谷電機 13,678,000円 落札

2 有限会社小林電業 13,783,000円

3 ホーエイ電設株式会社 13,798,000円

4 宮崎電気株式会社 13,826,000円

5 有限会社日福電設 13,882,000円

6 有限会社アクティブ電設 13,911,000円

7 有限会社モリヤ電気 14,100,000円

備考 【概要】
道路照明灯設置工　12基
ローポール設置工　５基
埋込式フットライト設置工　25基
配線工　１式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格12,240,000円（税抜）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00359 件名

内部発注番号 42600000004055
公園台帳補正委託入札見積締切日時 2014年10月22日 17時00分

開札日時 2014年10月23日 9時52分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市内

業種 1400 測量

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社プランニングマップ

所在地 東京都福生市加美平三丁目３４番地１６

落札金額 1,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社プランニングマップ 1,300,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 1,450,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 1,500,000円

4 株式会社ふくみ 1,500,000円

5 有限会社三友測量設計 福生営業所 1,650,000円

備考 【概要】
都市公園台帳補正
　現場踏査　　4.9km
　公園台帳図面作成及び図面補正　4.9km
　打合せ業務　1.0業務
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00360 件名

内部発注番号 42600000004066
消防団第四分団車庫改良工事設計委託入札見積締切日時 2014年10月22日 17時00分

開札日時 2014年10月23日 9時56分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1055番地

業種 1100 建築設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社タマ建築設計事務所

所在地 東京都あきる野市草花１８１７番地３

落札金額 620,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社タマ建築設計事務所 620,000円 落札

2 株式会社京和建築事務所 650,000円

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 670,000円

4 有限会社小林建築設計工房 750,000円

備考 【概要】
設計業務　一式
積算業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00361 件名

内部発注番号 42600000003975
中央排水区６号幹線周辺雨水管渠調査委託入札見積締切日時 2014年10月22日 17時00分

開札日時 2014年10月23日 13時03分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜・熊川地内

営業種目１ 124 土木・水系関係調査業務 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社ふくみ

所在地 東京都福生市大字福生２３５６番地６

落札金額 1,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 1,500,000円 落札

2 株式会社アスコ 東京本社　東日本営業部 2,500,000円

3 株式会社アース設計コンサルタント 2,900,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 3,200,000円

5 株式会社パスコ 東京支店

辞退

備考 【概要】
下水道事業の管理のできていない不明管の有無を調査し、それらを詳細に把握するためにＭＭＳを用いて調査を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00362 件名

内部発注番号 42600000004229
中央排水区H26その１工事入札見積締切日時 2014年10月22日 17時00分

開札日時 2014年10月23日 10時05分

予定価格 9,937,080円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生2266番地先

業種 0500 下水道施設工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 鈴木土建株式会社

所在地 東京都羽村市神明台一丁目３番地６

落札金額 9,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 鈴木土建株式会社 9,200,000円 落札

2 土屋建設株式会社

辞退

3 佐久間建設株式会社

辞退

4 株式会社大毛開発興業

辞退

5 株式会社岡野組

辞退

6 株式会社上野組

辞退

備考 【概要】
硬質塩化ビニル管布設工　φ250　60.6ｍ
硬質塩化ビニル管布設工（２条管）φ200　15.63ｍ
組立１号人孔設置工　２箇所
L形用集水ます設置工　２箇所
区画線工（実践、破線、ゼブラ、文字等）52.94ｍ
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。


