
予定価格

落札金額

3,273,000

3,150,000

0

2,535,000

2,463,000

2,515,000

2,510,000

2,208,500

1,830,000

1,263,000

1,120,000

647,300

※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。

7
中央体育館・福生野球場PCB調査委
託

㈱細谷電機 5 1

事前公表案件

5 市営住宅内装改良工事（その５） ㈲秋元 5 1 事前公表案件

6 文化の森緑地維持工事 立山産業㈱ 5 1

事前公表案件

3 加美平公園照明交換工事 ㈱細谷電機 6 1 事前公表案件

4 市道第1189号線改良工事 ㈱柿沼土建 5 1

不調

1 市道第304号線舗装補修工事 成友興業㈱福生営業所 6 1 事前公表案件

2 みそ汁用乾燥具材購入 5 1

令和３年2月4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 2020-00641 件名

内部発注番号 7107
市道第304号線舗装補修工事入札見積締切日時 2021年2月3日 17時00分

開札日時 2021年2月4日 9時00分

予定価格 3,600,300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 3,150,000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 3,150,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 3,190,000円

3 東山建設株式会社 3,220,561円

4 株式会社塩田組 3,270,000円

5 株式会社第一建設 3,270,000円

6 有限会社麻生マーク

辞退

備考 【概要】
舗装補修工事を行う
工事延長　　171.2ｍ
アスファルト舗装工　　732㎡
舗装版切断工　　12ｍ
区画線設置工　  幅15ｃｍ白実線　Ｌ＝334ｍ、幅15ｃｍ黄実線　Ｌ＝2.6ｍ、幅30ｃｍ白実線　Ｌ＝2.8ｍ、幅15ｃｍ白破線　
Ｌ＝7.5ｍ、幅15ｃｍ白矢印記号文字　Ｌ＝32ｍ
 
※契約確定の翌日から令和３年　３月３０日まで
※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 2020-00645 件名

内部発注番号 7250
みそ汁用乾燥具材購入入札見積締切日時 2021年2月3日 17時00分

開札日時 2021年2月4日 9時08分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1606番地１

営業種目１ 026 警察・消防・防災用品 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社多摩綜合防災 990,000円

2 株式会社東新商会

辞退

3 船山株式会社 東京本店

辞退

4 株式会社消防弘済会

無効

5 株式会社安田商会

無効

備考 【概要】
みそ汁用乾燥具材（500食分）　18箱
 
※入札価格は税抜きです。
※打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00642 件名

内部発注番号 7156
加美平公園照明交換工事入札見積締切日時 2021年2月3日 17時00分

開札日時 2021年2月4日 9時12分

予定価格 2,788,500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21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 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 2,463,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社細谷電機 2,463,000円 落札

2 有限会社アクティブ電設 2,480,000円

3 宮崎電気株式会社 2,490,000円

4 ホーエイ電設株式会社 2,500,000円

5 有限会社モリヤ電気 2,510,000円

6 有限会社日福電設 2,520,000円

備考 【概要】
照明撤去及び新設　２基
 
※契約確定の翌日から令和３年　３月２６日まで
※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 2020-00648 件名

内部発注番号 7376
市道第1189号線改良工事入札見積締切日時 2021年2月3日 17時00分

開札日時 2021年2月4日 9時27分

予定価格 2,766,500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 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 株式会社柿沼土建

所在地 東京都青梅市新町三丁目１０番地の５ライオンズマンション小作４０４

落札金額 2,510,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社柿沼土建 2,510,000円 落札

2 有限会社麻生マーク

辞退

3 株式会社第一建設

辞退

4 株式会社岡野組

辞退

5 多摩ライン株式会社

不参

備考 【概要】
取付管敷設工　２箇所、Ｌ形側溝設置工　31.5m、Ｌ形集水桝設置工　２箇所、境石工　4.6m、アスファルト舗装　53㎡、インターロ
ッキング設置工　0.5㎡
 
※契約確定の翌日から令和３年　３月３０日まで
※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 2020-00643 件名

内部発注番号 7231
市営住宅内装改良工事（その５）入札見積締切日時 2021年2月3日 17時00分

開札日時 2021年2月4日 9時28分

予定価格 2,429,350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 1,830,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社秋元 1,830,000円 落札

2 有限会社ルミエール・シバタ 2,200,000円

3 株式会社船戸建装

辞退

4 株式会社平田建装

辞退

5 株式会社織田建装工業

辞退

備考 【概要】
市営住宅内装改良工事　一式
 
※契約確定の翌日から令和３年　３月３１日まで
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00644 件名

内部発注番号 6797
文化の森緑地維持工事入札見積締切日時 2021年2月3日 17時00分

開札日時 2021年2月4日 9時33分

予定価格 1,389,300円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川850番地１先

業種 2700 造園

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 立山産業株式会社

所在地 東京都福生市福生９７３

落札金額 1,120,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 立山産業株式会社 1,120,000円 落札

2 有限会社英造園 1,199,000円

3 有限会社福生造園 1,210,000円

4 株式会社福樹園 1,221,000円

5 有限会社村尾造園土木 1,260,000円

備考 【概要】
樹木伐採工
　コナラ　C=90～119cm　２本
　コナラ　C=120～149cm　１本
　コナラ　C=150～199cm　１本
　コナラ　C=200～249cm　１本
 
※契約確定の翌日から令和３年　３月３１日まで
※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 2020-00647 件名

内部発注番号 7033
中央体育館・福生野球場PCB調査委託入札見積締切日時 2021年2月3日 17時00分

開札日時 2021年2月4日 9時40分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園二丁目９番地１、福生市牛浜162番地

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 株式会社細谷電機

所在地 東京都福生市志茂３６番地５

落札金額 647,300円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社細谷電機 647,300円 落札

2 一般財団法人　関東電気保安協会 多摩事業
本部

2,500,000円

3 有限会社戸口工業 東大和営業所

辞退

4 加藤商事株式会社

辞退

5 株式会社エイト 西多摩支店

辞退

備考 【概要】
対象箇所に設置されている安定器のPCB含有について調査を実施する。
 
※契約確定の翌日から令和３年３月３１日まで
※入札価格は税抜きです。


