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平成27年12月17日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 東福生駅自転車駐車場設置工事 ㈱塩田組 7 1 事前公表案件

2 三方幕・テントウエイト購入 ㈲ヤマシン 5 1

3 市道第1250号線改良工事 成友興業㈱ 福生営業所 6 1 事前公表案件

4 もくせい会館ＰＣＢ廃棄物移転委託 松田産業㈱ 4 1

5 中央排水区H27その４工事設計委託 ㈱ファースト設計 福生営業所 6 1

6
もくせい会館建設工事に伴う七夕放送業務
用機器移設工事

㈱細谷電機 5 1 事前公表案件

7 福生南部第１処理分区Ｈ27その２工事 ㈱田村工務店 5 1 事前公表案件

8 災害用医療セット保守点検委託 済生堂岡田薬品 5 1

9 観光案内板書替委託 ㈱武揚堂 4 1

10 自転車等放置禁止区域案内板作成委託 ㈱麻生徽章 5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00405 件名

内部発注番号 42700000006340
東福生駅自転車駐車場設置工事入札見積締切日時 2015年12月16日 17時00分

開札日時 2015年12月17日 9時36分

予定価格 17,923,680円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市武蔵野台一丁目地内

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 株式会社塩田組

所在地 東京都福生市福生２０３３番地

落札金額 16,489,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社塩田組 16,489,000円 落札

2 東山建設株式会社

辞退

3 多摩ライン株式会社

辞退

4 株式会社第一建設

辞退

5 鈴島建設株式会社

辞退

6 有限会社村尾造園土木

辞退

7 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

備考 【概要】
舗装工事　291.4㎡
フェンス設置工事　28.7ｍ
自転車ラック設置工事　257台
照明設置工事　３基
その他擁壁工事一式、給水工事一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格14,876,000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 2015-00406 件名

内部発注番号 42700000006282
市道第1250号線改良工事入札見積締切日時 2015年12月16日 17時00分

開札日時 2015年12月17日 9時13分

予定価格 6,602,040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 6,100,000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 6,100,000円 落札

2 株式会社共進造園 6,113,000円

3 有限会社福生造園

辞退

4 株式会社塩田組

辞退

5 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

6 株式会社渡辺工務店

不参

備考 【概要】
施工延長　L=30.8m
道路幅員　W=4.0m
プレキャスト擁壁設置（L型擁壁）L=24.8m
重力式擁壁　L=3.0m
L型側溝設置工　L=3.0m
簡易Ⅲ型舗装工　72.9㎡
 
※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 2015-00413 件名

内部発注番号 42700000005865
中央排水区H27その４工事設計委託入札見積締切日時 2015年12月16日 17時00分

開札日時 2015年12月17日 9時41分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

業種 1200 土木設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社ファースト設計 福生営業所

所在地 東京都福生市牛浜１５４

落札金額 5,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ファースト設計 福生営業所 5,600,000円 落札

2 株式会社アース設計コンサルタント 5,850,000円

3 株式会社ふくみ 6,000,000円

4 株式会社プランニングマップ 6,050,000円

5 有限会社三友測量設計 福生営業所 6,100,000円

6 国際測地株式会社 福生営業所 6,200,000円

備考 【概要】
詳細設計（開削工法、内径1200mm未満　492m）　１式
報告書作成　１式
設計協議　１式
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00408 件名

内部発注番号 42700000006255
福生南部第１処理分区Ｈ27その２工事入札見積締切日時 2015年12月16日 17時00分

開札日時 2015年12月17日 9時46分

予定価格 2,199,960円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生267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 2,037,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社田村工務店 2,037,000円 落札

2 株式会社第一建設

辞退

3 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

4 鈴木土建株式会社

辞退

5 鈴島建設株式会社

辞退

備考 【概要】
管付設及び人孔設置工　汚水管φ200　Ｌ＝20.98ｍ　１号人孔　２基
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
取付管工　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　　一式
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。








