
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

羽村市立羽村第二中学校プール等改修工事

令和元年10月 1日 午前10時 00分

電子入札サービス 指名競争入札

防水 19100046

3900防水に登録している業者

令和元年10月 2日 ～ 令和 2年 1月31日

富士見平1-16

㈲レオナ 東京都羽村市

20,658,000円 18,780,000円

21,516,000円 19,560,000円

19,069,524円 17,335,931円

96.01％

プール缶体、プールサイド、足洗い場等の塗装改修工事　　　　　　　一式
プール壁面改修、プール下防水改修等

・入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額です。
＊1 最低制限価格未満
＊2 内訳書に不備があったため無効

㈲レオナ
18,780,000 落札

㈲多摩防水工業
19,380,000

㈲邊見塗装
20,460,000

㈲若杉塗装工業 羽村支店
10,620,000 ※1

㈱スクウェアスペース
16,450,000 ※1

㈲安本塗装店
21,217,000 ※2



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

令和元年度羽村市公共下水道多摩川第6排水分区雨水管布設工事

令和元年10月 1日 午後 1時 30分

電子入札サービス 指名競争入札

下水道施設工事 19100047

0500下水道施設工事に登録している業者

令和元年10月 2日 ～ 令和元年12月27日

神明台三丁目32先

㈱田村工務店 東京都羽村市

15,928,000円 14,480,000円

18,210,500円 16,555,000円

15,778,228円 14,343,844円

87.46％

・管きょ工（管径250ｍｍ）　22.0ｍ
・管きょ工（管径300ｍｍ）　40.0ｍ
・管きょ工（管径350ｍｍ）　49.0ｍ
・組立1号マンホール　　　　3.0箇所
・取付管及びます工　　　　　5箇所

・入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額です。

㈱田村工務店
14,480,000 落札

㈲松沢土建
16,480,000

㈱上野組
辞退

㈱島田組
辞退

鈴木土建㈱
辞退

望月建設㈱
辞退

㈲川島土木
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

市道第1039号線舗装補修工事

令和元年10月18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 19100048

0100道路舗装工事に登録している業者

令和元年10月21日 ～ 令和 2年 1月24日

羽村市栄町一丁目・二丁目地内

㈱興栄 東京都羽村市

7,370,000円 6,700,000円

7,627,400円 6,934,000円

6,558,955円 5,962,687円

96.62％

・施工延長：Ｌ＝173.4ｍ　・部分断面打換工(厚5㎝)：Ａ=908㎡　・区画線工：一式　
・薄層カラー舗装工(ＲＰＮ-301）：27㎡　・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。

㈱興栄
6,700,000 落札

㈲北将建設
7,450,000

戸高建設㈱
8,000,000

鈴木土建㈱
8,000,000

㈱村尾重機
辞退

㈱上野組
辞退

㈱島田組
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

都道249号線（西多摩産業道路）、都道181号線（藤橋小作線）マンホール蓋調整工事

令和元年10月31日 午前10時 00分

電子入札サービス 指名競争入札

一般土木工事 19100052

0600一般土木工事に登録している業者

令和元年11月 1日 ～ 令和元年12月13日

栄町一丁目、小作台一丁目地内

㈲北将建設 東京都羽村市

4,675,000円 4,250,000円

4,722,300円 4,293,000円

4,059,013円 3,690,012円

98.99％

マンホール蓋調整工（円形カッタ）　9ヵ所

・入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額です。
※１　入札において予定価格に達せず、不落随契。［￥4,250,000-（税抜き）㈲北将建設【落札】］

㈲北将建設
5,350,000 5,200,000 5,000,000 ※１

㈱島田組
辞退

㈱上野組
辞退

㈱田村工務店
辞退

鈴木土建㈱
辞退

㈲川島土木
辞退

㈲松沢土建
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

羽村市立羽村第一中学校防音機能復旧(機器取替)工事(建築・電気設備工事)2期工事　
その2

令和元年10月31日 午後 1時 30分

電子入札サービス 指名競争入札

建築工事 19100053

0700建築工事に登録している業者

令和元年11月 1日 ～ 令和 2年 1月31日

羽村市羽中3-6-33

㈲鈴木貞男工務店 東京都青梅市

13,695,000円 12,450,000円

13,698,300円 12,453,000円

12,056,135円 10,960,123円

99.97％

空調改修工事に伴う建築・電気設備工事　一式
機械室、更衣室等の屋上防水工事　　　　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。

㈲鈴木貞男工務店
12,450,000 落札

㈱島田組
辞退

豊友建設㈱
辞退

中根建設㈱
辞退

㈱浦野建築
辞退

森田木材工業㈱
辞退
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