
予定価格

落札金額

26,623,000

26,000,000

7,914,000

5,086,000

4,920,000

1,500,000

9,122,000

9,000,000

471,240

21,195,000

21,150,000

13,247,000

13,000,000

10,845,000

10,845,000

6,510,000

6,500,000

3,817,000

3,780,000

2,746,000

2,650,000

1,454,000

㈲麻生マーク 5 1 事前公表案件12 防災食育センター堀向通り歩道切下等工事

13 市道第1139号線外舗装工事

11 市道第178号線雨水管整備外舗装補修工事 成友興業㈱ 福生営業所 6 1 事前公表案件

5 1
事前公表案件
不調

10 消防団第四分団車庫改良工事 ㈲海野塗装工業 6 1 事前公表案件

9 中央排水区H27その１工事 土屋建設㈱ 7 1 事前公表案件

8 市民会館自動火災報知設備等更新工事 ㈱消防弘済会 7 1 事前公表案件

7 本町排水区Ｈ27その２工事 ㈱田村工務店 7 1 事前公表案件

6 ノロウイルス検査委託 ㈱エムビックらいふ 5 1

5 古民家改良工事（空調設備） ムサシノアロー㈱ 6 1 事前公表案件

4 公共下水道管渠調査委託H－27 ㈱スイーピングサービス 5 1

3 古民家改良工事（電気設備） ㈲モリヤ電気 7 1 事前公表案件

2
電算機借上（共通番号制度セキュリティ関
連機器）

日立キャピタル㈱ 6 1

1 古民家改良工事（建築） ㈱石川工務所 7 1 事前公表案件

平成27年10月20日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00375 件名

内部発注番号 42700000005005
古民家改良工事（建築）入札見積締切日時 2015年10月19日 17時00分

開札日時 2015年10月20日 9時00分

予定価格 28,752,840円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1158番地

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 株式会社石川工務所

所在地 山梨県甲州市塩山上於曽１９９０

落札金額 26,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社石川工務所 26,000,000円 落札

2 有限会社田中木工 26,500,000円

3 風基建設株式会社 26,500,000円

4 株式会社佐藤秀

辞退

5 株式会社茅葺屋根保存協会

辞退

6 砂川建設株式会社

辞退

7 株式会社町田工業

辞退

備考 【概要】
建具改修　一式　　漆喰塗　230㎡
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格23,800,000円（税抜き）
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00376 件名

内部発注番号 42700000005006
古民家改良工事（電気設備）入札見積締切日時 2015年10月19日 17時00分

開札日時 2015年10月20日 9時12分

予定価格 5,492,880円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1158番地

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 4,920,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社モリヤ電気 4,920,000円 落札

2 有限会社小林電業 4,950,000円

3 有限会社日福電設 4,978,000円

4 株式会社細谷電機 4,980,000円

5 有限会社アクティブ電設 4,980,000円

6 ホーエイ電設株式会社 5,000,000円

7 宮崎電気株式会社 5,050,000円

備考 【概要】
防犯カメラ設置　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 2015-00377 件名

内部発注番号 42700000005007
古民家改良工事（空調設備）入札見積締切日時 2015年10月19日 17時00分

開札日時 2015年10月20日 9時22分

予定価格 9,851,760円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1158番地

業種 1000 空調工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 ムサシノアロー株式会社

所在地 東京都小金井市緑町五丁目２１番２３号

落札金額 9,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ムサシノアロー株式会社 9,000,000円 落札

2 八重洲工業株式会社 9,100,000円

3 株式会社桑林工業所 9,120,000円

4 安藤設備株式会社 9,122,000円

5 株式会社森田工業所

辞退

6 株式会社開成

辞退

備考 【概要】
空調機設置　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 2015-00367 件名

内部発注番号 42700000004573
本町排水区Ｈ27その２工事入札見積締切日時 2015年10月19日 17時00分

開札日時 2015年10月20日 9時30分

予定価格 22,890,600円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町58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 株式会社田村工務店

所在地 東京都羽村市緑ヶ丘五丁目１番地３

落札金額 21,150,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社田村工務店 21,150,000円 落札

2 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

辞退

3 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

4 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

5 東山建設株式会社

辞退

6 株式会社塩田組

辞退

7 鈴木土建株式会社

不参

備考 【概要】
管布設工　雨水管　φ600　72.63ｍ　
人孔築造工　２号　２基　
付帯工　１式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格18,009,000円（税抜き）
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00366 件名

内部発注番号 42700000004572
中央排水区H27その１工事入札見積締切日時 2015年10月19日 17時00分

開札日時 2015年10月20日 10時42分

予定価格 11,712,600円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川1403番地１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 土屋建設株式会社

所在地 東京都あきる野市平沢７８１番地１

落札金額 10,845,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 土屋建設株式会社 10,845,000円 落札

2 株式会社島田組 福生営業所

辞退

3 宮園建設株式会社

辞退

4 有限会社村尾造園土木

辞退

5 株式会社第一建設

辞退

6 鈴島建設株式会社

辞退

7 株式会社村尾重機

無効

備考 【概要】
新設雨水管布設　VU管　φ250　29.19m
VU管　φ350　46.88m
　　　　　　　　人孔　４基
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格9,160，000円（税抜き）
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00364 件名

内部発注番号 42700000004574
市道第178号線雨水管整備外舗装補修工事入札見積締切日時 2015年10月19日 17時00分

開札日時 2015年10月20日 10時09分

予定価格 4,122,360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 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 3,780,000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 3,780,000円 落札

2 多摩ライン株式会社

辞退

3 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

4 東山建設株式会社

辞退

5 有限会社村尾造園土木

辞退

6 株式会社塩田組

辞退

備考 【概要】
市道第178号線
卵形管布設工　L=30ｍ　取付管工　一式　集水ます設置　２箇所
舗装復旧　一式
市道第251号線
浸透トレンチ管設置工　L=12ｍ
浸透ます設置　１箇所　アスファルト舗装工　95㎡　雑工　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 2015-00373 件名

内部発注番号 42700000004766
市道第1139号線外舗装工事入札見積締切日時 2015年10月19日 17時00分

開札日時 2015年10月20日 10時19分

予定価格 1,570,320円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

辞退

2 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

3 有限会社村尾造園土木

辞退

4 株式会社第一建設

辞退

5 株式会社塩田組

辞退

備考 【概要】
市道第1139号線　　舗装工　43.4㎡、集水ます工　１箇所
市道武１号線　　　舗装工　76.3㎡
市道第236号線 　　舗装工　44.1㎡
市道第155号線 　　舗装工　10.7㎡
 
※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。


