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市営住宅内装改良工事（その７）13

多摩川中央公園改修工事

健康遊具設置工事

指定収集袋製造等委託（単価契
約）

3

4
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12 道路台帳調書補正委託

5 1

㈲村尾造園土木

㈱共進造園

三幸商事㈱

㈲秋元

㈱ヤチホ多摩支店 5

※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（２を除く）。

2 公民館本館公用車購入 中西モータース 5 1

9

6

9

1

14 市民会館大ホール時計修繕 ㈱サイオー東京支店 5 1

11
福生中部処理分区H29その１工事
（市道第1108号線付近）

㈱ケイミックス多摩営業所 6 1 事前公表案件

10 緑地整備工事（その７） 興國緑化㈱ 5 1 事前公表案件

9
市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）無
電柱化基本設計委託

㈱高島テクノロジーセンター東京支
店

6 1

8 通学路防犯カメラ設置工事 ㈱細谷電機 7 1 事前公表案件

7
福生第二中学校プール塗装改良工
事

㈲海野塗装工業 7 1 事前公表案件

6 各小・中学校植木剪定委託 ㈲英造園 6 1

1
新扶桑会館建設予定地地中障害物
撤去工事

㈱田村工務店 4 1
制限付一般競争
事前公表案件
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入札見積経過調書

案件番号 2017-00403 件名

内部発注番号 4189
新扶桑会館建設予定地地中障害物撤去工事入札見積締切日時 2017年11月13日 17時00分

開札日時 2017年11月14日 9時00分

予定価格 107,141,400円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町92番地５

業種 0600 一般土木工事

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 89,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社田村工務店 89,900,000円 落札

2 成友興業株式会社 福生営業所 98,000,000円

3 株式会社入江建設 東京支店

辞退

4 株式会社島田組 福生営業所

辞退

備考 【概要】
山留工事　一式
根切り工事（5,555m3）　一式
盛土工事（3,790m3）　一式
地中障害物撤去工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　89,150,000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 2017-00417 件名

内部発注番号 4953
多摩川中央公園改修工事入札見積締切日時 2017年11月13日 17時00分

開札日時 2017年11月14日 9時15分

予定価格 47,999,520円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園一丁目先

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 有限会社村尾造園土木

所在地 東京都福生市牛浜１２８番地

落札金額 44,290,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 44,290,000円 落札

2 株式会社共進造園 44,350,000円

3 有限会社福生造園 44,440,000円

4 興國緑化株式会社 44,444,000円

5 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

6 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

7 株式会社第一建設

辞退

8 株式会社塩田組

辞退

9 東山建設株式会社

辞退

備考 【概要】
透水性アスファルト舗装5528.1㎡　カラーアスファルト舗装594.6㎡
インターロッキング舗装（１）374.6㎡　インターロッキング舗装（２）2.6㎡
インターロッキング舗装（３）9.2㎡ 　舗装止縁石（１）243.7ｍ
舗装止縁石（２）173.2ｍ　 金網フェンス74.1ｍ 　野外卓８箇所　 かまど８箇所
桟橋（１）１箇所 桟橋（２）１箇所　 案内板　１箇所
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　39,311,000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 2017-00431 件名

内部発注番号 5068
指定収集袋製造等委託（単価契約）入札見積締切日時 2017年11月13日 17時00分

開札日時 2017年11月14日 9時28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番地外

営業種目１ 190 その他の業務委託等 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 005 荒物雑貨 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 三幸商事株式会社

所在地 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号

落札金額 24,522,300円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 三幸商事株式会社 24,522,300円 落札

2 大倉工業株式会社 東京支店 25,622,900円

3 株式会社多摩エンドレス 27,989,300円

4 赤城工業株式会社 営業統括本部

辞退

5 サンコー株式会社

辞退

6 株式会社東建商会

辞退

7 石井化学産業株式会社

辞退

8 アルフォーインターナショナル株式会社 市原支
店 不参

9 日東興産株式会社

不参

備考 【概要】
指定収集袋製造・配送・在庫管理一式
指定収集袋による一般廃棄物収集に対応するため、指定収集袋を製造し、在庫管理を行いながら取扱店へ配送し、納品し
た数量・在庫数を管理するまでの業務を行う。
指定収集袋は燃やせるごみ用（水色）・燃やせないごみ用（黄色）の二種類あり、大きさがミニ・小・中・大の四種類ある。
 
※推定総額にて入札を行った。
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00421 件名

内部発注番号 5008
福生第二中学校プール塗装改良工事入札見積締切日時 2017年11月13日 17時00分

開札日時 2017年11月14日 9時39分

予定価格 13,349,880円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平一丁目22番地１

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 11,040,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社海野塗装工業 11,040,000円 落札

2 株式会社マルリョウ 12,360,000円

3 株式会社原美装 12,361,000円

4 株式会社船戸建装

最低制限未満

5 株式会社平田建装

辞退

6 有限会社麻生マーク

辞退

7 有限会社秋元

辞退

備考 【概要】
プール塗装（FRPライニング） 462㎡
更衣室壁塗装　343㎡
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　11,039,000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 2017-00423 件名

内部発注番号 5196
市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）無電柱化基本設

計委託
入札見積締切日時 2017年11月13日 17時00分

開札日時 2017年11月14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 株式会社高島テクノロジーセンター 東京支店

所在地 東京都港区港南二丁目１６番４号品川グランドセントラルタワー７階

落札金額 6,100,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社高島テクノロジーセンター 東京支店 6,100,000円 落札

2 八千代エンジニヤリング株式会社 総合事業本
部

8,000,000円

3 日本設計株式会社 東京支店 8,800,000円

4 株式会社トーニチコンサルタント 9,500,000円

5 セントラルコンサルタント株式会社 11,000,000円

6 株式会社復建エンジニヤリング 本社

不参

備考 【概要】
市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）無電柱化基本設計　延長713.08ｍ　幅員8.0ｍ
基本設計　一式　・設計計画・資料収集及び整理・整備手法の整理・無電柱化に係る検討と検討図作成・技術検討会におけ
る整理、検討・照査・報告書作成・協議打合せ
測量業務　一式　・基準点測量・現地測量・路線測量、作業計画、現地踏査、中心線測量、仮BM設置測量、縦断測量、横断
測量・協議打合せ
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00425 件名

内部発注番号 3900
福生中部処理分区H29その１工事（市道第1108号

線付近）
入札見積締切日時 2017年11月13日 17時00分

開札日時 2017年11月14日 10時10分

予定価格 8,432,640円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５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 株式会社ケイミックス 多摩営業所

所在地 東京都多摩市諏訪一丁目１番地３号

落札金額 7,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ケイミックス 多摩営業所 7,800,000円 落札

2 三喜技研工業株式会社

辞退

3 吉村エンタープライズ株式会社

辞退

4 管清工業株式会社 西東京営業所

辞退

5 淺間保全工業株式会社

辞退

6 内外サービス株式会社

辞退

備考 【概要】
副管築造工　１式
立坑築造工　１式
付帯工　　　１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 2017-00427 件名

内部発注番号 5266
市営住宅内装改良工事（その７）入札見積締切日時 2017年11月13日 17時00分

開札日時 2017年11月14日 10時19分

予定価格 1,893,240円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生921番地外

業種 3600 内装仕上

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社秋元

所在地 東京都福生市大字福生２２５０番地３２

落札金額 1,690,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社秋元 1,690,000円 落札

2 株式会社水井装備 1,750,000円

3 高橋装飾株式会社 1,751,000円

4 有限会社ルミエール・シバタ

無効

5 株式会社平田建装

不参

備考 【概要】
市営住宅内装改良工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。




