
予定価格

落札金額

38,336,000

38,000,000

5,100,000

5,827,000

5,592,000

2,900,000

13,827,000

13,800,000

17,719,000

16,500,000

2,317,000

2,300,000

432,150

300,000

2,180,000

2,768,000

2,523,000

※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。

11
市営住宅解体除却工事（その３）
及び市民農園整備工事

㈱アイ・エス・ディー 5 1 事前公表案件

10 管渠清掃委託（駅前等清掃） ㈱スイーピングサービス 5 1

9 公園遊具点検委託 ㈱トレジャーボックス 東京支店 4 1

8 ノロウイルス検査委託
（一社）東京都食品衛生協会 東京食品
技術研究所

5 1

7 福生中部処理分区Ｈ28その１工事 鈴木土建㈱ 5 1 事前公表案件

6
福生南部第１処理分区・中央排水
区H28その１工事

㈱田村工務店 7 1 事前公表案件

5 下水道長寿命化蓋替工事 吉村エンタープライズ㈱ 7 1 事前公表案件

4 道路台帳調書補正委託 ㈱ヤチホ 多摩支店 6 1

3 通学路防犯カメラ設置工事 ㈱細谷電機 7 1 事前公表案件

2 せせらぎ遊歩道公園地質調査委託 国際航業㈱ 多摩営業所 6 1

1 橋りょう補修工事 土屋建設㈱ 9 1 事前公表案件

平成28年11月17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 2016-00392 件名

内部発注番号 5040
せせらぎ遊歩道公園地質調査委託入札見積締切日時 2016年11月16日 17時00分

開札日時 2016年11月17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 国際航業株式会社 多摩営業所

所在地 東京都府中市晴見町２丁目２４番１号

落札金額 5,100,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 国際航業株式会社 多摩営業所 5,100,000円 落札

2 玉野総合コンサルタント株式会社 東京支店 6,000,000円

3 朝日航洋株式会社 東京空情支社 6,300,000円

4 株式会社パスコ 東京支店 6,520,000円

5 株式会社八州 東京支社 6,870,000円

6 復建調査設計株式会社 東京支社 7,200,000円

備考 【概要】
計画準備　　　　１式　　　　標準貫入試験　３孔27回　　打合せ協議　１式
資料収集整理　　１式　　　　解析等調査　　１式
機械ボーリング　３孔27ｍ　　報告書作成　　１式
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00391 件名

内部発注番号 5121
道路台帳調書補正委託入札見積締切日時 2016年11月16日 17時00分

開札日時 2016年11月17日 9時20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

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 株式会社ヤチホ 多摩支店

所在地 東京都東久留米市八幡町一丁目３番３３号

落札金額 2,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヤチホ 多摩支店 2,900,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 3,050,000円

3 株式会社アース設計コンサルタント 3,150,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 3,300,000円

5 株式会社大輝 3,370,000円

6 三和測量設計株式会社 3,600,000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、
補正委託を行うもの
 
道路補正延長(歩道区分なし)：903.56m
道路補正延長(歩道区分あり)：654.9m
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00388 件名

内部発注番号 4998
福生南部第１処理分区・中央排水区H28その１工

事
入札見積締切日時 2016年11月16日 17時00分

開札日時 2016年11月17日 9時30分

予定価格 19,136,520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 16,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社田村工務店 16,500,000円 落札

2 株式会社第一建設 17,400,000円

3 株式会社島田組 福生営業所

辞退

4 丸広建設株式会社

辞退

5 株式会社岡野組

辞退

6 株式会社桑林工業所

辞退

7 鈴島建設株式会社

不参

備考 【概要】
新設汚水管渠　φ200　105.45m
新設雨水管渠　φ300　66.25m
新設雨水管渠　φ400　52.60m
新設１号人孔　７箇所
付帯工　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格17,719,000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 2016-00393 件名

内部発注番号 4184
ノロウイルス検査委託入札見積締切日時 2016年11月16日 17時00分

開札日時 2016年11月17日 9時49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162番地及び福生市福生1290番地

営業種目１ 122 検査業務 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 一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所

所在地 東京都板橋区徳丸一丁目１９番地１０号

落札金額 432,150円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品
技術研究所

432,150円 落札

2 一般財団法人東京顕微鏡院 538,680円

3 株式会社立川臨床医学研究所 1,000,980円

4 株式会社保健科学研究所 2,010,000円

5 株式会社エムビックらいふ

不参

備考 【概要】
給食従事者に対するノロウイルス検査（RT-PCR法）
検査回数
①年２回（平成28年12月、平成29年２月）
②随時１回（感染の確認を要する時等の緊急対応がある場合のみ実施）
 
※推定総額にて行った。
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00395 件名

内部発注番号 5095
管渠清掃委託（駅前等清掃）入札見積締切日時 2016年11月16日 17時00分

開札日時 2016年11月17日 10時23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 2,180,000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 2,180,000円 落札

2 株式会社加藤商事 西多摩支店 2,300,000円

3 矢野口自工株式会社 2,380,000円

4 有限会社常盤組 2,400,000円

5 株式会社京葉興業 2,500,000円

備考 【概要】
管渠清掃3,944m
 
※入札価格は税抜きです。




