
予定価格

落札金額

371,630,000

370,000,000

57,405,000

52,800,000

20,207,000

19,600,000

3,509,000

2,973,855

12,800,000

23,000,000

175,788,000

5,929,250

9,336,000

6,250,000

6,200,000

18,510,000

1,334,000

1,300,000

21,800,000

744,000

700,000

1,960,000

1,868,035

486,000

545,000

450,000

※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。

20 保健センター植木剪定委託 ㈱丸松造園 4 2

19 特定健康診査受診勧奨委託 ㈱エム・エイチ・アイ 5 1

18
消費生活問題見守り手向けグッズ
作製事業委託

高橋事ム所デザインワークス 5 1

17 各小・中学校ガラス清掃委託 ㈱ケイ・エス 5 1

16
平成30年度　福生市市政世論調査
業務委託

㈱アストジェイ 5 1

15
市道第1169号線外改良工事設計委
託

㈱ふくみ 5 3

14
子育て世代包括支援センター複写
機借上

富士ゼロックス多摩㈱ 5 1

13 福生第三小学校増築工事設計委託 ㈱京和建築事務所 7 1

12
消防団詰所（第五分団）空調設備
改良工事

㈲小林電業 5 1 事前公表案件

11 中央体育館トレーニング機器借上 日通商事㈱東京支店 7 1

10 緑地整備工事 興國緑化㈱ 6 1 事前公表案件

9
電算機借上（小学校校内ＬＡＮ
ネットワーク機器等）

日立キャピタル㈱ 7 1

8
消費者啓発「たっけー☆☆を活用
した未成年者への啓発」事業委託

㈱ヒューマントラスト営業本部 6 1

7
電算機借上（小学校ＩＣＴ教育
用、中学校教科指導用端末等）

富士通リース㈱ 11 1

6
福生中部処理分区・本町排水区Ｈ
30その１工事設計委託（市道幹線
Ⅱ-１号線付近）

㈱ファースト設計福生営業所 7 1

5 小学校校内ＬＡＮ整備委託 富士電機ＩＴソリューション㈱ 7 1

4
中央排水区Ｈ30その２工事（市道
第1004号線付近）

東山建設㈱ 6 1 事前公表案件

3
福生第五小学校防音機能復旧（復
機）工事（電気設備）

宮崎電気㈱ 7 1 事前公表案件

平成30年5月24日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

2
福生第五小学校防音機能復旧（復
機）工事（建築）

㈱島田組福生営業所 3 1
制限付一般競争
事前公表案件

1
福祉センター設備改良工事（機械
設備）

太平・八重洲特定建設工事共同企
業体

3 1

制限付一般競争
事前公表案件
議会の議決後、
契約予定



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00197 件名

内部発注番号 473
福祉センター設備改良工事（機械設備）入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 9時01分

予定価格 401,360,400円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園二丁目13番地１

業種 1000 空調工事

入札方式 01 一般競争入札

落札者 商号又は名称 太平・八重洲特定建設工事共同企業体

所在地 東京都羽村市小作台二丁目１７番２号

落札金額 370,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 太平・八重洲特定建設工事共同企業体 370,000,000円 落札

2 菱和設備・奥山設備特定建設工事共同企業体 371,500,000円

3 ヤマト・新和特定建設工事共同企業体

辞退

備考 【概要】
空調設備改良工事　　　　　　一式
給排水衛生設備改良工事　　　一式
給湯設備改良工事　　　　　　一式
マイクロコージェネ設備新設　４基
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格334,467,000円
※議会議決後、契約予定
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00195 件名

内部発注番号 480
福生第五小学校防音機能復旧（復機）工事（建築

）
入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 9時23分

予定価格 61,997,400円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園一丁目２番地２

業種 0700 建築工事

入札方式 01 一般競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社島田組 福生営業所

所在地 東京都福生市加美平二丁目１９番地８

落札金額 52,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社島田組 福生営業所 52,800,000円 落札

2 株式会社瀧島建設 多摩支店

辞退

3 株式会社山口建興

辞退

備考 【概要】
空調設備更新に伴う建築工事　一式
空調面積2021.59㎡
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格51,664,000円
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00252 件名

内部発注番号 482
福生第五小学校防音機能復旧（復機）工事（電気

設備）
入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 9時30分

予定価格 21,823,560円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園一丁目２番地２

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 宮崎電気株式会社

所在地 東京都福生市大字熊川１０６８番地

落札金額 19,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 宮崎電気株式会社 19,600,000円 落札

2 有限会社小林電業 19,850,000円

3 有限会社日福電設 19,880,000円

4 株式会社細谷電機 19,900,000円

5 有限会社モリヤ電気 19,960,000円

6 ホーエイ電設株式会社 20,000,000円

7 有限会社アクティブ電設 20,050,000円

備考 【概要】
空調設備更新に伴う電気設備工事
空調面積2021.59㎡
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格18,186,000円（税抜き）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00261 件名

内部発注番号 594
中央排水区Ｈ30その２工事（市道第1004号線付近

）
入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 9時35分

予定価格 3,789,720円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生二宮2447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 東山建設株式会社

所在地 東京都福生市福生１９８７番地２

落札金額 2,973,855円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東山建設株式会社 2,973,855円 落札

2 株式会社田村工務店 3,100,000円

3 鈴木土建株式会社 3,300,000円

4 株式会社第一建設 3,470,000円

5 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

6 株式会社塩田組

辞退

備考 【概要】
管きょ工　VUφ200　31.92m
排水構造物設置工　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 2018-00255 件名

内部発注番号 654
小学校校内ＬＡＮ整備委託入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 9時41分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1055番地外（市立小学校７校）

営業種目１ 121 情報処理業務 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 富士電機ＩＴソリューション株式会社

所在地 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号

落札金額 12,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士電機ＩＴソリューション株式会社 12,800,000円 落札

2 ミツイワ株式会社 サービスエンジニアリング本
部　多摩フィールドサービス部

13,950,000円

3 株式会社ワイ・シー・シー 東京支社 19,000,000円

4 ＮＥＣフィールディング株式会社 西東京支店 21,300,000円

5 東芝クライアントソリューション株式会社 首都
圏支社 辞退

6 神田通信機株式会社 立川支店

辞退

7 日本電子計算株式会社

不参

備考 【概要】
市立小学校に校内無線ＬＡＮ環境を整備するため、校内ＬＡＮ用ネットワーク機器の設置および校内ＬＡＮ敷設作業等を実施
する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00262 件名

内部発注番号 597
福生中部処理分区・本町排水区Ｈ30その１工事設

計委託（市道幹線Ⅱ-１号線付近）
入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 9時51分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生874番地先

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 23,000,000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 23,000,000円 落札

2 株式会社ふくみ 23,800,000円

3 株式会社プランニングマップ 23,950,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 24,700,000円

5 株式会社野上測量設計 25,000,000円

6 株式会社エーアイ設計工房 25,000,000円

7 国際測地株式会社 福生営業所 25,000,000円

備考 【概要】
詳細設計　推進工法（中大口径）約268ｍ
報告書作成工　1式
耐震設計（レベル1及び2）　1式
設計協議　1式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00256 件名

内部発注番号 652
電算機借上（小学校ＩＣＴ教育用、中学校教科指導

用端末等）
入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 9時55分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1055番地外（市立小中学校10校）

営業種目１ 131 賃貸業務 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 富士通リース株式会社

所在地 東京都千代田区神田練塀町３番地

落札金額 175,788,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 175,788,000円 落札

2 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社

177,606,000円

3 日立キャピタル株式会社 178,380,000円

4 株式会社ＪＥＣＣ 178,800,000円

5 ＪＡ三井リース株式会社

辞退

6 昭和リース株式会社

辞退

7 リコーリース株式会社

辞退

8 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

9 首都圏リース株式会社

辞退

10 芙蓉総合リース株式会社

辞退

11 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
小学校ＩＣＴ教育用　サーバ　７台　タブレットパソコン329台
教科指導用ノートパソコン等　29台　外
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00263 件名

内部発注番号 599
消費者啓発「たっけー☆☆を活用した未成年者へ

の啓発」事業委託
入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 10時01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

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２ 120 催事関係業務 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 株式会社ヒューマントラスト 営業本部

所在地 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

落札金額 5,929,250円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヒューマントラスト 営業本部 5,929,250円 落札

2 株式会社大和田組 5,973,623円

3 株式会社ＪＴＢ 7,550,000円

4 株式会社セレスポ 西東京支店 9,800,000円

5 株式会社日本レクリエーシヨンサービスセンタ
ー 辞退

6 アクティオ株式会社

不参

備考 【概要】
消費者啓発「たっけー☆☆を活用した未成年者への啓発」事業委託
（１）市内のイベントなどによる消費者啓発ＰＲ活動の実施
（２）キャラクターグッズ等のデザイン・制作
（３）着ぐるみ及びキャラクターグッズの保管・運搬　ほか
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00257 件名

内部発注番号 653
電算機借上（小学校校内ＬＡＮネットワーク機器等

）
入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 10時08分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1055番地外（市立小学校７校）

営業種目１ 131 賃貸業務 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 日立キャピタル株式会社

所在地 東京都港区西新橋一丁目３番１号

落札金額 9,336,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日立キャピタル株式会社 9,336,000円 落札

2 富士通リース株式会社 9,534,000円

3 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社

9,601,500円

4 ＮＴＴファイナンス株式会社 9,612,000円

5 株式会社ＪＥＣＣ 9,840,000円

6 東洋通信工業株式会社

辞退

7 リコーリース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
無線ＬＡＮアクセスポイント　142台
レイヤー２スイッチ（48ポート）　９台
レイヤー２スイッチ（24ポート）　12台
レイヤー２スイッチ（8ポート）　 19台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00264 件名

内部発注番号 601
緑地整備工事入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 10時10分

予定価格 6,750,000円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1763番地5

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 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 6,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 6,200,000円 落札

2 株式会社共進造園 6,216,000円

3 有限会社英造園 6,220,000円

4 株式会社福樹園 6,246,000円

5 有限会社福生造園 6,249,000円

6 立山産業株式会社 6,250,000円

備考 【概要】
林床整備工　2,500㎡
 
※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 2018-00258 件名

内部発注番号 589
中央体育館トレーニング機器借上入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 10時24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

営業種目１ 131 賃貸業務 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 日通商事株式会社 東京支店

所在地 東京都港区海岸一丁目１４番２２号

落札金額 18,510,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日通商事株式会社 東京支店 18,510,000円 落札

2 ＮＴＴファイナンス株式会社 20,640,000円

3 シンコースポーツ株式会社 西東京支店 28,200,000円

4 リコーリース株式会社

辞退

5 芙蓉総合リース株式会社

辞退

6 興銀リース株式会社

辞退

7 三菱電機クレジット株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
トレッドミル４台、エクササイズバイク６台外23種類
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00265 件名

内部発注番号 690
消防団詰所（第五分団）空調設備改良工事入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 10時20分

予定価格 1,440,720円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1162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 有限会社小林電業

所在地 東京都福生市本町９３

落札金額 1,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社小林電業 1,300,000円 落札

2 株式会社細谷電機 1,310,000円

3 有限会社モリヤ電気 1,315,000円

4 有限会社アクティブ電設 1,320,000円

5 ホーエイ電設株式会社 1,328,000円

備考 【概要】
空調機（室内機１基、室外機１基）取替工事　一式
 
※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 2018-00260 件名

内部発注番号 603
福生第三小学校増築工事設計委託入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 10時33分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地

業種 1100 建築設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社京和建築事務所

所在地 東京都福生市本町２３番地２号

落札金額 21,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社京和建築事務所 21,800,000円 落札

2 株式会社大誠建築設計事務所 22,000,000円

3 株式会社雄建築事務所 22,000,000円

4 株式会社古賀建築事務所 23,000,000円

5 株式会社タマ建築設計事務所 23,200,000円

6 有限会社ティエム建築デザイン研究所 25,000,000円

7 株式会社山下設計 30,000,000円

備考 【概要】
実施設計業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00259 件名

内部発注番号 661
子育て世代包括支援センター複写機借上入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 10時41分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生2125番地３

営業種目１ 131 賃貸業務 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 富士ゼロックス多摩株式会社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３７番７号

落札金額 744,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士ゼロックス多摩株式会社 744,000円 落札

2 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 東京
営業本部 辞退

3 株式会社ヒノデン 福生支店

辞退

4 井上事務機事務用品株式会社

辞退

5 リコージャパン株式会社 西東京支社　西東京
ＬＡ営業部 辞退

備考 【概要】
【5年長期継続契約】
モノクロ電子複写機１台
FAX機能、ネットワークプリンタ機能他の機能を有し、かつ、保守料金を含む。
（トナー、カートリッジ等の消耗品も保守料金に含む）
 
※推定総額にて行った。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00267 件名

内部発注番号 761
市道第1169号線外改良工事設計委託入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 14時06分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生地内

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 株式会社ふくみ

所在地 東京都福生市大字福生２３５６番地６

落札金額 700,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 株式会社ふくみ 3,500,000円 1,800,000円 700,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 3,700,000円 3,400,000円 1,500,000円

3 株式会社アース設計コンサルタント 3,750,000円 3,400,000円

辞退

4 株式会社藤澤設計 4,000,000円 3,450,000円

辞退

5 株式会社プランニングマップ 3,650,000円 3,380,000円

辞退

備考 【概要】
市道第1169号線外改良工事の設計を委託する。
設計延長　L=150ｍ
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00268 件名

内部発注番号 622
平成30年度　福生市市政世論調査業務委託入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 10時56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

営業種目１ 125 市場・補償鑑定関係調査業務 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 株式会社アストジェイ

所在地 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目７番４号

落札金額 1,960,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アストジェイ 1,960,000円 落札

2 株式会社エスピー研 2,120,000円

3 株式会社コクドリサーチ 2,270,000円

4 株式会社タイム・エージェント 2,920,000円

5 株式会社ＴＤＳ 3,600,000円

備考 【概要】
調査対象人員　2,400人
調査方法　郵送留置調査・郵送回収法
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00269 件名

内部発注番号 675
各小・中学校ガラス清掃委託入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 11時16分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1055番地外９箇所

営業種目１ 103 建物清掃 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 株式会社ケイ・エス

所在地 東京都立川市柏町二丁目５０番地の４

落札金額 1,868,035円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ケイ・エス 1,868,035円 落札

2 株式会社三友 2,280,000円

3 有限会社エムアイティ 2,300,000円

4 株式会社トリートップ 多摩支店 2,356,598円

5 株式会社イクプランニング

不参

備考 【概要】
各小・中学校ガラス清掃委託
　建物外側サッシの内外ガラス面を清掃する。
　清掃面積28,739㎡
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00270 件名

内部発注番号 682
消費生活問題見守り手向けグッズ作製事業委託入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 11時56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

営業種目１ 101 印刷 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 高橋事ム所デザインワークス

所在地 東京都福生市武蔵野台二丁目1番１３号

落札金額 486,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 高橋事ム所デザインワークス 486,000円 落札

2 有限会社セイビ印刷所 525,000円

3 株式会社アサヒ 630,000円

4 有限会社真和堂 777,000円

5 有限会社あっぷ印刷工房

不参

備考 【概要】
消費生活問題に係る地域の見守り手向けに、見守り活動の手助けとなるグッズを作製する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00271 件名

内部発注番号 1007
特定健康診査受診勧奨委託入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 11時25分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 受注者施設

営業種目１ 190 その他の業務委託等 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 株式会社エム・エイチ・アイ

所在地 東京都新宿区高田馬場四丁目３９番７号

落札金額 545,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社エム・エイチ・アイ 545,000円 落札

2 株式会社名豊 880,000円

3 富士ソフトサービスビューロ株式会社

辞退

4 株式会社ＫＤＤＩエボルバコールアドバンス

辞退

5 株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト 首
都圏営業本部 不参

備考 【概要】
特定健康診査対象者への電話による受診勧奨
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00272 件名

内部発注番号 710
保健センター植木剪定委託入札見積締切日時 2018年5月23日 17時00分

開札日時 2018年5月24日 13時13分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生2125番地３

営業種目１ 110 道路・公園管理 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 株式会社丸松造園

所在地 東京都福生市志茂56番地

落札金額 450,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社丸松造園 500,000円 450,000円 落札

2 株式会社共進造園 610,000円 490,000円

3 株式会社福樹園 620,000円 490,000円

4 株式会社イクプランニング

不参 ＊＊

備考 【概要】
植木の剪定、消毒及び緑地内の清掃
 
※入札価格は税抜きです。


