
入 札 経 過 調 書

入 札 日 時

入札書比較金額

第１回入札金額 第２回入札金額 第３回入札金額

市道第101号線舗装補修工事

令和元年12月10日 午前 9時 45分

電子入札サービス 指名競争入札

道路舗装工事 19100067

0100道路舗装工事に登録している業者

令和元年12月11日 ～ 令和 2年 3月13日

羽村市神明台一丁目地内

鈴木土建㈱ 東京都羽村市

8,437,000円 7,670,000円

8,530,500円 7,755,000円

7,342,699円 6,675,181円

98.9％

・施工延長：Ｌ＝291.5ｍ　・切削オーバーレイ工(厚5㎝)：Ａ=1382㎡　・区画線工：
一式　　

・入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額です。

鈴木土建㈱
7,670,000 落札

㈱田村工務店
7,700,000

㈲北将建設
7,725,000

㈱上野組
8,150,000

㈱村尾重機
辞退

㈱島田組
辞退

㈱興栄
辞退

㈲松沢土建
辞退

㈲川島土木
辞退

戸高建設㈱
不参加



入 札 経 過 調 書

入 札 日 時

入札書比較金額

第１回入札金額 第２回入札金額 第３回入札金額

街路照明施設改修工事

令和元年12月24日 午前 9時 30分

電子入札サービス 指名競争入札

電気工事 19100069

0800電気工事に登録している業者

令和元年12月25日 ～ 令和 2年 3月13日

羽加美三丁目地内外

㈱土佐電業社 東京都羽村市

29,480,000円 26,800,000円

29,486,600円 26,806,000円

25,532,263円 23,211,149円

99.97％

LED照明器具取替工(10VA・共架)　144基・LED照明器具取替工（20VA・共架）　77基・
LED照明器具取替工（10VA・独立）　26基・LED照明器具取替工（20VA・独立）　20基
道路照明設置工（共架・LED10VA）　2基・道路照明設置工（共架・LED20VA）　合計
=270基

・入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額です。

㈱土佐電業社
26,800,000 落札

㈲金子電気工事店
27,300,000

㈱セイショウ
27,500,000

㈲小林電業
27,850,000

ホーエイ電設㈱
28,000,000

宮崎電気㈱
28,050,000

㈲中村電設
28,500,000

㈲内田電気商会
不参加



入 札 経 過 調 書

入 札 日 時

入札書比較金額

第１回入札金額 第２回入札金額 第３回入札金額

羽村市防災行政無線（固定系）デジタル化整備工事

令和元年12月26日 午前 9時 30分

電子入札サービス 制限付一般競争入札

電話・通信 19100063

3300電話・通信に登録している業者

令和元年12月27日 ～ 令和 2年 9月30日

羽村市内全域

埼玉田中電気㈱ 埼玉県さいたま市

122,650,000円 111,500,000円

131,798,700円 119,817,000円

121,800,563円 110,727,785円

93.05％

電波法令等の改正によりアナログ方式周波数が2022年11月30日をもって使用期限を迎え
ることから、総務省の定める「市町村デジタル同報通信システムの推奨規格」に基づく
デジタル方式による防災行政無線（固定系）デジタル化整備工事を行うものである。

・令和元年～２年度債務負担行為
・入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額です。

埼玉田中電気㈱
111,500,000 落札

スイス通信システム㈱ 東京支店
118,000,000

㈱関電工 多摩支店
125,908,000

沖電気工業㈱ 首都圏支社
辞退

三峰無線㈱
辞退

東邦電気工業㈱
辞退

東芝インフラシステムズ㈱ 電機サ
ービスセンター　新宿事務所　東 辞退

扶桑電通㈱
辞退

東芝通信インフラシステムズ㈱
辞退

㈱日立国際電気 
辞退



入 札 経 過 調 書

入 札 日 時

入札書比較金額

第１回入札金額 第２回入札金額 第３回入札金額

武蔵野公園外2公園雨水排水工事及び富士見公園テニスコート補修工事

令和元年12月26日 午前10時 15分

電子入札サービス 指名競争入札

一般土木工事 19100071

0600一般土木工事に登録している業者

令和元年12月27日 ～ 令和 2年 3月13日

栄町2丁目5番地内外

㈱大進緑建 東京都羽村市

4,565,000円 4,150,000円

4,636,500円 4,215,000円

3,993,631円 3,630,574円

98.45％

管きょ工：14か所
集水桝工：L型1基，U型2基，CD桝5基，街きょ桝1基
ガードパイプ撤去設置：3.0m
区画線設置：実践15㎝　19.6m　，　矢印等　19.9m
テニスコート補修：一式

・入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額です。

㈱大進緑建
4,150,000 落札

宝住宅サービス㈲
8,200,000

㈲北将建設
辞退

㈲松沢土建
辞退

㈲志村設備興業
辞退

㈲川島土木
不参加

㈱浦野建築
不参加

㈱小作造園
不参加



入 札 経 過 調 書

入 札 日 時

入札書比較金額

第１回入札金額 第２回入札金額 第３回入札金額

市道第2090号線舗装補修工事

令和元年12月27日 午前 9時 30分

電子入札サービス 指名競争入札

道路舗装工事 19100072

0100道路舗装工事に登録している業者

令和 2年 1月 6日 ～ 令和 2年 3月19日

羽村市五ノ神二丁目地内

㈱田村工務店 東京都羽村市

16,148,000円 14,680,000円

16,894,900円 15,359,000円

14,628,944円 13,299,040円

95.57％

・施工延長：Ｌ＝270.0ｍ　・部分断面打換工(厚10㎝)：A=1431㎡・区画線工：1式・付
帯工：1式

・入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額です。

別紙のとおり



入札経過調書　別紙

入 札 日 時

第１回入札金額 第２回入札金額 第３回入札金額

市道第2090号線舗装補修工事

19100072

令和元年12月27日 午前 9時 30分

1 ㈱田村工務店 14,680,000 落札

2 ㈱興栄 15,500,000

3 鈴木土建㈱ 16,000,000

4 ㈲松沢土建 16,400,000

5 ㈱上野組 16,820,000

6 ㈱村尾重機 辞退

7 ㈱島田組 辞退

8 戸高建設㈱ 辞退

9 ㈱うるま土木 辞退

10 望月建設㈱ 辞退

11 ㈲川島土木 不参加

12 ㈲北将建設 不参加
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