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平成26年12月18日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1
福生第三小学校外２箇所プール日
除け設置工事

世紀東急工業㈱ 西多摩営業所 6 1 事前公表案件

2 道路台帳調書補正委託 ㈱ヤチホ 多摩支店 6 1

3
中央排水区２号及び３号幹線周辺
雨水管渠等調査委託

㈱ファースト設計 福生営業所 5 1

4 本町排水区Ｈ26その２工事 6 1
事前公表案件
不調

5
福祉センター駐車場サイクルシェ
アリングステーション設置工事

5 1
事前公表案件
不調

6 道路照明灯LED化工事（その６） ㈲小林電業 6 1 事前公表案件

7
道路照明灯LED化に伴う灯柱塗装工
事（その２）

㈲秋元 6 1 事前公表案件

8 小中学校災害時備蓄品購入 ㈱消防弘済会 5 1

※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。

9 わかたけ会館改良工事（外構） 興國緑化㈱ 9 1 事前公表案件



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00388 件名

内部発注番号 42600000004980
福生第三小学校外２箇所プール日除け設置工事入札見積締切日時 2014年12月17日 17時00分

開札日時 2014年12月18日 9時08分

予定価格 3,831,840円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地外２箇所

業種 2800 運動場施設

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

所在地 東京都福生市武蔵野台一丁目９番２号

落札金額 3,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所 3,400,000円 落札

2 日本フィールドシステム株式会社 関東支店 3,540,000円

3 株式会社塩田組

辞退

4 株式会社島田組 福生営業所

辞退

5 有限会社村尾造園土木

辞退

6 鈴島建設株式会社

辞退

備考 【概要】
福生第三小学校…日除けテント５連設置
福生第七小学校…日除けテント３連設置
福生第三中学校…日除けテント３連設置
 
※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 2014-00382 件名

内部発注番号 42600000004894
道路台帳調書補正委託入札見積締切日時 2014年12月17日 17時00分

開札日時 2014年12月18日 9時11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 3,400,000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 3,400,000円 落札

2 有限会社三友測量設計 福生営業所 3,570,000円

3 株式会社ふくみ 3,650,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 3,700,000円

5 株式会社プランニングマップ 3,750,000円

6 国際測地株式会社 福生営業所 3,800,000円

備考 【概要】
道路台帳の記載事項に変更が生じたため、補正委託するものである。
調書補正延長（歩道区分無し）　　　　2,052.27ｍ
調書補正延長（歩道区分有り）　　　　2,257.66ｍ
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00383 件名

内部発注番号 42600000005160
中央排水区２号及び３号幹線周辺雨水管渠等調

査委託
入札見積締切日時 2014年12月17日 17時00分

開札日時 2014年12月18日 9時17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 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 2,600,000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 2,600,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 2,720,000円

3 有限会社三友測量設計 福生営業所 2,750,000円

4 株式会社ふくみ 2,800,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 2,900,000円

備考 【概要】
中央排水区２号及び３号幹線周辺において道路事業建設時に雨水排水用管渠（暫定管）として埋設した管渠等を、現行の事
業認可と整合をとり、整備するための調査であることから、暫定管等を調査する。
対象延長　3,300ｍ
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00384 件名

内部発注番号 42600000005026
本町排水区Ｈ26その２工事入札見積締切日時 2014年12月17日 17時00分

開札日時 2014年12月18日 9時22分

予定価格 7,228,440円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生686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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 土屋建設株式会社

辞退

2 東山建設株式会社

辞退

3 有限会社村尾造園土木

辞退

4 鈴島建設株式会社

辞退

5 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

6 鈴木土建株式会社

辞退

備考 【概要】
管渠工（雨水）
人孔　１基、管きょ　Ｌ＝13.1ｍ、雨水取付管、側溝設置52.2ｍ等
 
※予定価格事前公表案件
※全者応札なしのため打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00385 件名

内部発注番号 42600000005123
福祉センター駐車場サイクルシェアリングステーシ

ョン設置工事
入札見積締切日時 2014年12月17日 17時00分

開札日時 2014年12月18日 9時26分

予定価格 2,516,400円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園二丁目14番地２

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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社細谷電機

辞退

2 東山建設株式会社

辞退

3 株式会社第一建設

辞退

4 有限会社村尾造園土木

辞退

5 株式会社渡辺工務店

不参

備考 【概要】
フェンス工事　一式
舗装打ち換え工事　46㎡
電気設備工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※全者応札なしのため打ち切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00386 件名

内部発注番号 42600000005101
道路照明灯LED化工事（その６）入札見積締切日時 2014年12月17日 17時00分

開札日時 2014年12月18日 9時33分

予定価格 8,507,160円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市内

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 有限会社小林電業

所在地 東京都福生市本町９３

落札金額 7,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社小林電業 7,700,000円 落札

2 宮崎電気株式会社 7,770,000円

3 ホーエイ電設株式会社 7,800,000円

4 有限会社アクティブ電設 7,820,000円

5 有限会社日福電設 7,845,000円

6 有限会社モリヤ電気 7,850,000円

備考 【概要】
道路照明灯設置工　20VA　24基　　　40VA　25基
　　　　　　　　　60VA　２基　　 100VA　２基
　　　　　移設工　５基
ソーラー式道路照明灯設置工　１基
欄干照明取替工　４基
 
※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 2014-00387 件名

内部発注番号 42600000005103
道路照明灯LED化に伴う灯柱塗装工事（その２）入札見積締切日時 2014年12月17日 17時00分

開札日時 2014年12月18日 9時38分

予定価格 4,000,320円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市内

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 有限会社秋元

所在地 東京都福生市大字福生２２５０番地３２

落札金額 3,296,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社秋元 3,296,000円 落札

2 有限会社麻生マーク 3,700,000円

3 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 3,700,000円

4 株式会社マルリョウ

辞退

5 有限会社海野塗装工業

辞退

6 株式会社平田建装

辞退

備考 【概要】
道路照明灯灯柱塗装工　小型　　40本
　　　　　　　　　　　装飾灯　92本
　　　　　　　　　　　大型　　７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 2014-00389 件名

内部発注番号 42600000005342
小中学校災害時備蓄品購入入札見積締切日時 2014年12月17日 17時00分

開札日時 2014年12月18日 9時50分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

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 株式会社消防弘済会

所在地 東京都立川市羽衣町三丁目２７番１９号

落札金額 925,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 925,000円 落札

2 星野総合商事株式会社 東京営業所 960,000円

3 船山株式会社 東京本店 960,000円

4 株式会社多摩綜合防災 990,000円

5 有限会社メディア・ワールド 1,165,000円

備考 【概要】
５年保存乾パン　6,000食
５年保存アルファ化米　150食
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00390 件名

内部発注番号 42600000005588
わかたけ会館改良工事（外構）入札見積締切日時 2014年12月17日 17時00分

開札日時 2014年12月18日 9時51分

予定価格 19,911,960円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川199番地１

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 興國緑化株式会社

所在地 東京都福生市北田園二丁目２５番地４号

落札金額 18,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 18,400,000円 落札

2 株式会社丸松造園 18,410,000円

3 株式会社共進造園 18,410,000円

4 株式会社高木造園 18,430,000円

5 有限会社村尾造園土木 18,437,000円

6 有限会社田嶋土建

辞退

7 立山産業株式会社

辞退

8 株式会社岡野組

辞退

9 有限会社福生造園

無効

備考 【概要】
外構改修工事（舗装・囲障・排水・植栽等）　一式
テラス（約15㎡）新設工事　一式
撤去工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格16,422,000円（税抜）
※入札価格は税抜きです。


