
予定価格

落札金額

46,102,000

45,800,000

3,740,000

7,767,000

7,368,000

520,000

5,330,000

2,077,800

2,647,000

2,388,000

870,000

950,000

1,860,000

740,000

1,600,000

1,388,000

1,384,500

※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(２、８を除く)。

事前公表案件

12 公園台帳補正委託 国際測地㈱福生営業所 5 1

13 維持管理補修工事Ｈ30その５ ㈱共進造園 5 1

10
総合行政ネットワーク機器借上
（H30関連機器）

㈱ＪＥＣＣ 5 1

11
多言語版観光イラストマップ作成
委託

パール商事㈱ 5 1

8 公用車購入（その２） 中西モータース 5 1

9
市道第1047号線外１FWD調査業務委
託

東亜道路工業㈱多摩営業所 5 1

事前公表案件

6 消防団装備品（安全帽等）購入 ㈱消防弘済会 5 1

7
福生駅東口公衆便所改良工事（給
排水衛生設備）

㈲加藤設備 5 1

事前公表案件
不調

4
市道第1047号線外１交通量調査委
託

㈱むさしの計測 4 1

5
福生駅東口公衆便所改良工事（建
築）

6 1

事前公表案件

2 公用車購入 中西モータース 6 1

3 市道第1169号線外改良工事 成友興業㈱福生営業所 6 1

事前公表案件

平成30年11月15日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 せせらぎ遊歩道公園園路整備工事 ㈲村尾造園土木 9 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00494 件名

内部発注番号 4836
せせらぎ遊歩道公園園路整備工事入札見積締切日時 2018年11月14日 17時00分

開札日時 2018年11月15日 9時00分

予定価格 49,790,160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 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 有限会社村尾造園土木

所在地 東京都福生市牛浜１２８番地

落札金額 45,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 45,800,000円 落札

2 株式会社塩田組 45,950,000円

3 立山産業株式会社 46,000,000円

4 興國緑化株式会社

辞退

5 有限会社福生造園

辞退

6 株式会社共進造園

辞退

7 株式会社島田組 福生営業所

辞退

8 株式会社第一建設

辞退

9 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

備考 【概要】
擬木木橋設置工　１式、池内復旧工　１式、池内水路整備工　１式
施設復旧工　１式、景観施設工　１式、雨水排水施設工　１式
撤去工　１式、緑地整備工　１式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　41,328,000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 2018-00489 件名

内部発注番号 4854
公用車購入入札見積締切日時 2018年11月14日 17時00分

開札日時 2018年11月15日 9時07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１ 010 自動車・自転車 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 中西モータース

所在地 東京都福生市東町１３番地１２

落札金額 3,740,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 中西モータース 3,740,000円 落札

2 森田自動車 3,780,000円

3 有限会社村野モータース 3,800,000円

4 マルダイオート株式会社 3,900,000円

5 株式会社交運社

辞退

6 フジミ自動車興業株式会社

不参

備考 【概要】
プラグインハイブリッド自動車　１台
 
※入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00495 件名

内部発注番号 4546
市道第1169号線外改良工事入札見積締切日時 2018年11月14日 17時00分

開札日時 2018年11月15日 9時10分

予定価格 8,388,360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 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 7,368,000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 7,368,000円 落札

2 有限会社麻生マーク

辞退

3 多摩ライン株式会社

辞退

4 東山建設株式会社

辞退

5 株式会社第一建設

辞退

6 株式会社塩田組

辞退

備考 【概要】
舗装改良工事を行う。
アスファルト舗装工　208.4+299.7＝508.1㎡
排水施設工　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 2018-00490 件名

内部発注番号 5233
市道第1047号線外１交通量調査委託入札見積締切日時 2018年11月14日 17時00分

開札日時 2018年11月15日 9時15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１ 123 都市計画・交通関係調査業務 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 124 土木・水系関係調査業務 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 株式会社むさしの計測

所在地 東京都立川市砂川町八丁目５３番地の３

落札金額 520,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社むさしの計測 520,000円 落札

2 アールテックコンサルタント株式会社 840,000円

3 アートエンジニアリング株式会社 1,200,000円

4 エヌエス環境株式会社 東京営業所

辞退

備考 【概要】
計画準備　一式
交通量調査　一式
報告書作成　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00496 件名

内部発注番号 4834
福生駅東口公衆便所改良工事（建築）入札見積締切日時 2018年11月14日 17時00分

開札日時 2018年11月15日 9時20分

予定価格 5,756,400円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市東町４番地９

業種 0700 建築工事

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 井戸鉄建株式会社

辞退

2 豊友建設株式会社

辞退

3 株式会社島田組 福生営業所

辞退

4 株式会社モリタ

辞退

5 株式会社渡辺工務店

辞退

6 株式会社水井装備

不参

備考 【概要】
トイレブース撤去新設　
天井・床撤去新設
蛍光灯照明撤去　LED照明新設
 
※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 2018-00492 件名

内部発注番号 4983
消防団装備品（安全帽等）購入入札見積締切日時 2018年11月14日 17時00分

開札日時 2018年11月15日 9時27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番地外５箇所

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 2,077,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 2,077,800円 落札

2 株式会社カナメ商事 2,353,200円

3 株式会社オガワ防災 2,370,000円

4 株式会社サンワ 2,370,400円

5 株式会社多摩綜合防災 2,400,000円

備考 【概要】
安全帽　50個
防塵メガネ　106個
防塵マスク　186個
防火手袋　86双
ヘッドライト　186個
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00497 件名

内部発注番号 4835
福生駅東口公衆便所改良工事（給排水衛生設備

）
入札見積締切日時 2018年11月14日 17時00分

開札日時 2018年11月15日 9時30分

予定価格 2,858,760円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市東町４番地９

業種 0900 給排水衛生工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社加藤設備

所在地 東京都あきる野市野辺２５５番地１７

落札金額 2,388,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社加藤設備 2,388,000円 落札

2 羽村設備株式会社 2,540,000円

3 株式会社森田工業所

辞退

4 安藤設備株式会社

辞退

5 株式会社桑林工業所

辞退

備考 【概要】
和便器撤去・・・４箇所　　洋便器新設・・・３箇所　
小便器撤去・・・３箇所　　小便器新設・・・１箇所　
手洗器撤去・・・２箇所　　手洗器新設・・・４箇所
その他衛生器具撤去新設・・・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 2018-00493 件名

内部発注番号 5060
公用車購入（その２）入札見積締切日時 2018年11月14日 17時00分

開札日時 2018年11月15日 9時35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１ 010 自動車・自転車 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 中西モータース

所在地 東京都福生市東町１３番地１２

落札金額 870,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 中西モータース 870,000円 落札

2 有限会社村野モータース 900,000円

3 森田自動車 920,000円

4 株式会社交運社

辞退

5 フジミ自動車興業株式会社

不参

備考 【概要】
軽トラック　１台
 
※入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00498 件名

内部発注番号 5234
市道第1047号線外１FWD調査業務委託入札見積締切日時 2018年11月14日 17時00分

開札日時 2018年11月15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 東京都福生市内

営業種目１ 124 土木・水系関係調査業務 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 東亜道路工業株式会社 多摩営業所

所在地 東京都八王子市谷野町５９７

落札金額 950,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東亜道路工業株式会社 多摩営業所 950,000円 落札

2 アートエンジニアリング株式会社 1,700,000円

3 アールテックコンサルタント株式会社 1,800,000円

4 ニチレキ株式会社 東京営業所

辞退

5 グリーン・コンサルタント株式会社

不参

備考 【概要】
計画及び準備　一式
協議及び打合せ　一式
舗装たわみ量測定　一式
開削調査　一式
解析・報告書作成　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00491 件名

内部発注番号 4958
総合行政ネットワーク機器借上（H30関連機器）入札見積締切日時 2018年11月14日 17時00分

開札日時 2018年11月15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 東京都福生市本町５番地

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 株式会社ＪＥＣＣ

所在地 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

落札金額 1,860,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ 1,860,000円 落札

2 富士通リース株式会社 2,028,000円

3 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

4 芙蓉総合リース株式会社

辞退

5 日立キャピタル株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
借上期間満了に伴い、LGWANファイアウォールの借上を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00499 件名

内部発注番号 4871
多言語版観光イラストマップ作成委託入札見積締切日時 2018年11月14日 17時00分

開札日時 2018年11月15日 9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18番地外

営業種目１ 101 印刷 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 190 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 パール商事株式会社

所在地 東京都中央区八丁堀二丁目２番４号第６高輪ビル

落札金額 740,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 パール商事株式会社 740,000円 落札

2 株式会社メリットファイブ 743,550円

3 株式会社パットンファイヴ 808,000円

4 株式会社オレンジ社 990,000円

5 株式会社アーバン・コネクションズ

不参

備考 【概要】
英語版観光ガイドマップ2,000部
中国語版（簡体字）観光ガイドマップ1,000部
ハングル版観光ガイドマップ1,000部
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00500 件名

内部発注番号 5301
公園台帳補正委託入札見積締切日時 2018年11月14日 17時00分

開札日時 2018年11月15日 10時09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

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 国際測地株式会社 福生営業所

所在地 東京都福生市大字熊川４９６番地１１

落札金額 1,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 国際測地株式会社 福生営業所 1,600,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 1,680,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 1,750,000円

4 株式会社ふくみ 1,800,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 1,840,000円

備考 【概要】
現地踏査　　　　　４公園　延長3,267ｍ
公園台帳図面補正　４公園　延長3,267ｍ
打合せ　　　　　　１業務
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00502 件名

内部発注番号 5508
維持管理補修工事Ｈ30その５入札見積締切日時 2018年11月14日 17時00分

開札日時 2018年11月15日 10時08分

予定価格 1,499,040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１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 株式会社共進造園

所在地 東京都福生市南田園三丁目１６番地１２号

落札金額 1,384,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社共進造園 1,384,500円 落札

2 立山産業株式会社 1,385,000円

3 有限会社福生造園 1,386,500円

4 有限会社英造園 1,387,300円

5 有限会社村尾造園土木 1,388,000円

備考 【概要】
転落防止柵設置　42スパン
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。


