
予定価格

落札金額

1,236,020,000

1,235,800,000

387,060,000

377,000,000

440,300,000

427,000,000

354,510,000

412,980,000

412,900,000

1,560,000

3,885,000

875,000

5,100,000

2,380,000

11,617,000

2,800,000

2,780,000

4,160,000

300,000

2,124,000

1,400,000

1,624,000

13 管渠清掃委託（駅前等清掃） ㈱スイーピングサービス 6 1

12 庭木剪定等管理委託 ㈱共進造園 7 1

㈲英造園 5 1

11 中部処理分区Ｈ27その１工事 成友興業㈱ 福生営業所 7 1 事前公表案件

9 市道第188号線舗装工事 成友興業㈱ 福生営業所 6 1 事前公表案件

10 各小中学校植木剪定委託

18 健康遊具設置工事 立山産業㈱ 5 1 事前公表案件

17 公園台帳補正委託 ㈱プランニングマップ 6 1

16 原ヶ谷戸児童公園遊具設置工事 ㈲英造園 5 1 事前公表案件

15 もくせい会館備品等移転委託 日本通運㈱ 首都圏支店 5 1

14 下水道長寿命化実施設計委託 ㈱アスコ 東京本社営業部 6 1

8 市営住宅解体除却工事 ㈱アイ・エス・ディー 5 1 事前公表案件

7 通学路防犯カメラ設置工事 ㈱細谷電機 7 1 事前公表案件

6 茶室防犯カメラ借上 綜合警備保障㈱ 南多摩支社 5 1

5 もくせい会館建設工事（建築） ㈱田中建設 1 1
事前公表案件
議会の議決後、
契約予定

4
防災食育センター整備工事（給排水衛生設
備）

2 1
事前公表案件
不調

3 防災食育センター整備工事（空調設備）
菱和・八重洲特定建設工事共同
企業体

3 1
事前公表案件
議会の議決後、
契約予定

2 防災食育センター整備工事（電気設備）
中電工・セイショウ特定建設工事
共同企業体

1 1
事前公表案件
議会の議決後、
契約予定

1 防災食育センター整備工事（建築）
村本・島田特定建設工事共同企
業体

2 1
事前公表案件
議会の議決後、
契約予定

平成27年11月17日入札結果
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入札見積経過調書

案件番号 2015-00381 件名

内部発注番号 42700000005274
防災食育センター整備工事（建築）入札見積締切日時 2015年11月16日 17時00分

開札日時 2015年11月17日 9時00分

予定価格 1,334,901,600円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1606番地１外

業種 0700 建築工事

入札方式 01 一般競争入札

落札者 商号又は名称 村本・島田特定建設工事共同企業体

所在地 東京都三鷹市下連雀３丁目２７番１３号正栄ビル

落札金額 1,235,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 村本・島田特定建設工事共同企業体 1,235,800,000円 落札

2 淺沼・カトービルド特定建設工事共同企業体

辞退

備考 【概要】
防災食育センター新築工事　一式
　敷地面積　9,807.58㎡
　建築面積　3,847.82㎡
　延床面積　4,835.42㎡
　外構工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格1,112,418,000円（税抜き）
※議会の議決後、契約予定。
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00379 件名

内部発注番号 42700000005272
防災食育センター整備工事（空調設備）入札見積締切日時 2015年11月16日 17時00分

開札日時 2015年11月17日 9時21分

予定価格 475,524,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1606番地１外

業種 1000 空調工事

入札方式 01 一般競争入札

落札者 商号又は名称 菱和・八重洲特定建設工事共同企業体

所在地 東京都立川市曙町一丁目１８番２号

落札金額 427,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 菱和・八重洲特定建設工事共同企業体 427,000,000円 落札

2 ヤマト・渡辺特定建設工事共同企業体 440,000,000円

3 須賀・ニッポー特定建設工事共同企業体

辞退

備考 【概要】
防災食育センター新築に伴う空調設備工事　一式
　　　　　　　　　敷地面積　　　9,807.58㎡
　　　　　　　　　建築面積　　　3,847.82㎡
　　　　　　　　　延べ床面積　　4,835.42㎡
　　　　　　　　　外構工事　　　一式
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格396,270,000円（税抜）
※議会の議決後、契約予定。
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00382 件名

内部発注番号 42700000005275
もくせい会館建設工事（建築）入札見積締切日時 2015年11月16日 17時00分

開札日時 2015年11月17日 9時41分

予定価格 446,018,400円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町18番地

業種 0700 建築工事

入札方式 01 一般競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社田中建設

所在地 東京都八王子市旭町１１番６号

落札金額 412,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社田中建設 412,900,000円 落札

備考 【概要】
敷地面積　587.84㎡
建築面積　420.05㎡
延べ床面積　　1,407.49㎡
既存建物解体　1,360.92㎡
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格371,339,000円（税抜き）
※議会の議決後、契約予定。
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00387 件名

内部発注番号 42700000005241
通学路防犯カメラ設置工事入札見積締切日時 2015年11月16日 17時00分

開札日時 2015年11月17日 11時53分

予定価格 4,320,000円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内小学校通学路10か所

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 東京都福生市志茂３６番地５

落札金額 3,885,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社細谷電機 3,885,000円 落札

2 有限会社アクティブ電設 3,897,000円

3 有限会社日福電設 3,899,000円

4 有限会社小林電業 3,923,000円

5 有限会社モリヤ電気 3,931,000円

6 ホーエイ電設株式会社 3,940,000円

7 宮崎電気株式会社 3,952,000円

備考 【概要】
福生市内小学校の通学路10か所に防犯カメラを設置する。
 
※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 2015-00389 件名

内部発注番号 42700000005321
市道第188号線舗装工事入札見積締切日時 2015年11月16日 17時00分

開札日時 2015年11月17日 10時15分

予定価格 5,834,160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 5,100,000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 5,100,000円 落札

2 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 5,400,000円

3 有限会社麻生マーク

辞退

4 東山建設株式会社

辞退

5 株式会社丸松造園

辞退

6 鈴島建設株式会社

辞退

備考 【概要】
施工延長　L=131.1m
道路幅員　W=5.0m
車道舗装工（t=５）A=605.7㎡
取付管布設工（φ150）２箇所
区画線設置工　一式
車線分離標設置工（H800）６本
 
※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 2015-00388 件名

内部発注番号 42700000005242
中部処理分区Ｈ27その１工事入札見積締切日時 2015年11月16日 17時00分

開札日時 2015年11月17日 10時32分

予定価格 12,546,360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 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 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 11,617,000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 11,617,000円 落札

2 株式会社田村工務店

辞退

3 株式会社村尾重機

辞退

4 株式会社桑林工業所

辞退

5 岩浪建設株式会社

辞退

6 鈴木土建株式会社

辞退

7 株式会社森田工業所

不参

備考 【概要】
管布設工　汚水管Φ250　Ｌ＝58.04ｍ
取付管工　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格9,800,000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 2015-00394 件名

内部発注番号 42700000005244
管渠清掃委託（駅前等清掃）入札見積締切日時 2015年11月16日 17時00分

開札日時 2015年11月17日 10時48分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生駅・牛浜駅・東福生駅等周辺

営業種目１ 113 管渠清掃 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 株式会社スイーピングサービス

所在地 東京都あきる野市瀬戸岡３６０番地１

落札金額 2,780,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社スイーピングサービス 2,780,000円 落札

2 株式会社京葉興業 2,900,000円

3 有限会社常盤組 3,000,000円

4 有限会社中村組 3,100,000円

5 矢野口自工株式会社 3,150,000円

6 株式会社加藤商事 西多摩支店 3,200,000円

備考 【概要】
駅前等の下水道管渠の清掃を行う。
 
※入札価格は税抜きです。









 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00393 件名

内部発注番号 42700000005512
公園台帳補正委託入札見積締切日時 2015年11月16日 17時00分

開札日時 2015年11月17日 10時57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 1,400,000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 1,400,000円 落札

2 有限会社三友測量設計 福生営業所 1,500,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 1,600,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 1,600,000円

5 株式会社ふくみ 1,680,000円

6 株式会社アース設計コンサルタント 1,680,000円

備考 【概要】
都市公園台帳補正
　現場踏査　4.7km
　公園台帳図面補正　4.7km
　打合せ業務　１業務
 
※入札価格は税抜きです。




