
予定価格

落札金額

181,959,520

22,500,000

27,460,036

11,900,000

2,076,000

7,700,000

8,588,000

7,900,000

3,300,000

2,480,000

2,687,000

2,600,000

1,590,260

1,300,000

1,350,000

1,397,000

950,000

880,000

573,365

600,000

522,000

465,000

※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 公園遊具点検委託
㈱トレジャーボックス東京
支店

5 1

21
福生第三小学校外３校校庭樹木診
断委託

興國緑化㈱ 5 1

19 市道第180号線測量委託 ㈱ふくみ 5 1

18 介護予防リーダー養成講座委託 医療法人社団和風会 5 1

17
れんげ園外７箇所特定建築物定期
調査報告書作成委託

㈱京和建築事務所 5 1

16
かえで会館外６箇所建築設備定期
検査報告書作成委託

㈱タマ建築設計事務所 5 1

15
市営住宅排水管清掃委託（単価契
約）

安藤設備㈱ 5 1

14 健康まつり会場設営・撤去等委託 ㈱ムラウチホビー 5 1

13
市庁舎外７箇所建築設備定期検査
報告書作成委託

㈲ティエム建築デザイン研
究所

5 1

12 乳がん・子宮頸がん集団検診委託 医療法人クレモナ会 5 1

11 緑地整備工事（その６） ㈲村尾造園土木 5 1 事前公表案件

10 高齢者・障害者生活実態調査委託 6 2 不調

9
福生市公営住宅等長寿命化計画改
定支援委託

㈱住宅・都市問題研究所 6 1

8
各小中学校建築設備定期検査報告
書及び特定建築物定期調査報告書
作成委託

㈱京和建築事務所 6 1

7 市道第279号線改良工事 ㈱第一建設 6 1 事前公表案件

6
市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）無
電柱化実施設計委託

㈱高島テクノロジーセンター東
京支店

6 1

5
音声反訳議事録作成システム用電
算機借上

ＩＢＪＬ東芝リース㈱ 5 1

4
本町排水区R元その１工事設計委託
（市道第1060号線付近）

㈱ファースト設計福生営業所 7 1

3
福生市従量電灯及び低圧電力電気
需給契約

ミツウロコグリーンエネルギー
㈱

9 1 税込

2
日光橋公園外１公園改修工事実施
設計委託

㈱アース設計コンサルタント 7 2

1 福生市電気（高圧）需給契約
東京電力エナジーパートナー
㈱

9 1 税込

令和元年７月23日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00395 件名

内部発注番号 2489
福生市電気（高圧）需給契約入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 9時06分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地外21施設

営業種目１ 201 ライフライン 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 東京電力エナジーパートナー株式会社

所在地 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号

落札金額 181,959,520円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東京電力エナジーパートナー株式会社 181,959,520円 落札

2 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 184,081,512円

3 株式会社エネット 188,461,026円

4 ゼロワットパワー株式会社 196,720,928円

5 日立造船株式会社 東京本社

辞退

6 サミットエナジー株式会社

辞退

7 丸紅新電力株式会社

不参

8 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

不参

9 アーバンエナジー株式会社

不参

備考 【概要】
【25か月長期継続契約】
予定使用電力量
　9,154,400ｋWh
 
※入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00377 件名

内部発注番号 2056
日光橋公園外１公園改修工事実施設計委託入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 13時07分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川1386番地１外

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 株式会社アース設計コンサルタント

所在地 東京都福生市北田園二丁目２０番１０号

落札金額 22,500,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社アース設計コンサルタント 23,500,000円 22,500,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 24,100,000円 23,160,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 25,000,000円 23,200,000円

4 株式会社ふくみ 24,300,000円 23,300,000円

5 株式会社ファースト設計 福生営業所 25,000,000円 23,400,000円

6 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 24,550,000円

辞退

7 株式会社ユニエンジニヤリング 26,800,000円

辞退

備考 【概要】
実施設計　一式
撤去設計　一式
測量　　　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00396 件名

内部発注番号 2493
福生市従量電灯及び低圧電力電気需給契約入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23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 東京都福生市大字熊川1608外66施設

営業種目１ 201 ライフライン 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 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

所在地 東京都中央区日本橋二丁目１１番２号太陽生命日本橋ビル14階

落札金額 27,460,036円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 27,460,036円 落札

2 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 30,631,608円

3 日立造船株式会社 東京本社

辞退

4 サミットエナジー株式会社

辞退

5 ゼロワットパワー株式会社

辞退

6 東京電力エナジーパートナー株式会社

辞退

7 株式会社エネット

不参

8 丸紅新電力株式会社

不参

9 アーバンエナジー株式会社

不参

備考 【概要】
【25か月長期継続契約】
年間予定使用電力量
　従量電灯B　69,160ｋWh
　従量電灯C　214,737ｋWh
　低圧 　　　252,369ｋWh
 
※入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00378 件名

内部発注番号 2040
本町排水区R元その１工事設計委託（市道第

1060号線付近）
入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 9時20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878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 東京都福生市大字福生２５３番２号マウントビレッジB　１階

落札金額 11,900,000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 11,900,000円 落札

2 株式会社ふくみ 12,500,000円

3 株式会社プランニングマップ 12,660,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 12,800,000円

5 株式会社ヤチホ 多摩支店 13,310,000円

6 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 13,550,000円

7 株式会社アース設計コンサルタント 14,600,000円

備考 【概要】
詳細設計　開削工法　　　　　　約200ｍ
　　　　　刃口小口径推進工法　約55ｍ
報告書作成　１式
耐震設計（レベル１地震動）　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 2019-00376 件名

内部発注番号 1752
音声反訳議事録作成システム用電算機借上入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 9時29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 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

所在地 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号

落札金額 2,076,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 2,076,000円 落札

2 ＮＴＴファイナンス株式会社 2,190,000円

3 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

4 東京センチュリー株式会社

辞退

5 日本教育情報機器株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
Recorder・ControlServer用パソコン１台及びRewriter用パソコン３台、液晶ディスプレイ４台、議場・委員会室音声選択スイッ
チ
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00379 件名

内部発注番号 2064
市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）無電柱化実施設

計委託
入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 9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 株式会社高島テクノロジーセンター 東京支店

所在地 東京都港区港南二丁目１６番４号品川グランドセントラルタワー７階

落札金額 7,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社高島テクノロジーセンター 東京支店 7,700,000円 落札

2 日本設計株式会社 東京支店 9,000,000円

3 株式会社東洋設計 多摩営業所 9,500,000円

4 株式会社復建技術コンサルタント 東京支店 12,500,000円

5 東電タウンプランニング株式会社

辞退

6 株式会社日建技術コンサルタント 東京本社

辞退

備考 【概要】
電線共同溝詳細設計　１式
打合せ協議　　　　　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00380 件名

内部発注番号 1855
市道第279号線改良工事入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 9時42分

予定価格 9,275,040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 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 株式会社第一建設

所在地 東京都福生市大字熊川１４３８番地１０

落札金額 7,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社第一建設 7,900,000円 落札

2 有限会社麻生マーク 7,970,000円

3 有限会社村尾造園土木 8,500,000円

4 成友興業株式会社 福生営業所 8,500,000円

5 多摩ライン株式会社

辞退

6 東山建設株式会社

辞退

備考 【概要】
舗装改良工事を行う
アスファルト舗装工　482㎡
排水施設工　一式
区画線工　　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 2019-00381 件名

内部発注番号 2327
各小中学校建築設備定期検査報告書及び特定建

築物定期調査報告書作成委託
入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 9時47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

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 3,300,000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 3,300,000円 落札

2 株式会社タマ建築設計事務所 3,390,000円

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 3,600,000円

4 株式会社藤澤設計 4,000,000円

5 株式会社雄建築事務所 4,500,000円

6 モリタ構造設計室

辞退

備考 【概要】
建築設備定期検査報告書作成　10校分
特定建築物定期調査報告書作成　10校分
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00382 件名

内部発注番号 2122
福生市公営住宅等長寿命化計画改定支援委託入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 9時53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１ 123 都市計画・交通関係調査業務 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 株式会社住宅・都市問題研究所

所在地 東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目２０番１号トライビル

落札金額 2,480,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社住宅・都市問題研究所 2,480,000円 落札

2 株式会社日本能率協会総合研究所 3,450,000円

3 玉野総合コンサルタント株式会社 東京支店 5,000,000円

4 東日本総合計画株式会社 東京支店 5,200,000円

5 日本データーサービス株式会社 東京支店

辞退

6 国際航業株式会社 多摩営業所

辞退

備考 【概要】
福生市公営住宅等長寿命化計画の改定に必要な支援委託
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00383 件名

内部発注番号 1992
高齢者・障害者生活実態調査委託入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 13時12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１ 125 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社社会構想研究所 6,100,000円

辞退

2 アシスト株式会社 4,728,000円

辞退

3 株式会社コモン計画研究所 4,500,000円

辞退

4 株式会社名豊

辞退 ＊＊

5 社会システム株式会社

辞退 ＊＊

6 株式会社サーベイリサーチセンター 4,500,000円

不参

備考 【概要】
高齢者・障害者の生活実態及び福祉施策に対する要望等を把握し、令和２年度に予定している「福生市介護保険事業計画
（第８期）」及び「障害者計画・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」を策定するうえでの基礎資料とするため実施す
る。
 
※全者応札無しのため打切りとなりました。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00384 件名

内部発注番号 2279
緑地整備工事（その６）入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 10時15分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

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 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 2,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 2,600,000円 落札

2 有限会社英造園 2,610,000円

3 有限会社福生造園 2,650,000円

4 株式会社共進造園 2,660,000円

5 興國緑化株式会社 2,680,000円

備考 【概要】
樹木剪定工　　１式
枯損木処理工　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 2019-00385 件名

内部発注番号 2296
乳がん・子宮頸がん集団検診委託入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 10時21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１ 122 検査業務 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 医療法人クレモナ会

所在地 埼玉県熊谷市三ケ尻４８番地

落札金額 1,590,260円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人クレモナ会 1,590,260円 落札

2 公益財団法人東京都予防医学協会

辞退

3 一般財団法人労働衛生協会

不参

4 医療法人社団崎陽会

不参

5 公益財団法人東京都保健医療公社 東京都が
ん検診センター 不参

備考 【概要】
検診車による乳がん・子宮頸がん検診（集団検診）
対象：乳がん検診…40歳以上、子宮頸がん検診…20歳以上（平成31年４月１日現在）
予定人員　乳がん検診（自己負担有）　　70人
　　　　　乳がん検診（自己負担無）　　70人
　　　　　子宮頸がん検診　　　　　　 140人
　　　　　合計　　　　　　　　　　　 280人（延人員）
 
※推定総額にて入札を行った。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00386 件名

内部発注番号 1851
市庁舎外７箇所建築設備定期検査報告書作成委

託
入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 10時26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７箇所

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 有限会社ティエム建築デザイン研究所

所在地 東京都福生市熊川1697番地16角柳ビル2階

落札金額 1,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,300,000円 落札

2 株式会社構研設計事務所 1,400,000円

3 株式会社京和建築事務所 1,430,000円

4 株式会社雄建築事務所 3,000,000円

5 モリタ構造設計室

辞退

備考 【概要】
建築基準法第12条第３項の規定による定期報告書の作成
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00387 件名

内部発注番号 1915
健康まつり会場設営・撤去等委託入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 10時30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

営業種目１ 120 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 株式会社ムラウチホビー

所在地 東京都八王子市大和田町五丁目８番１３号

落札金額 1,350,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ムラウチホビー 1,350,000円 落札

2 株式会社セブンサービス企画装飾 西東京営
業所

1,700,000円

3 東京企画装飾株式会社

辞退

4 パシフィックリプロサービス株式会社

辞退

5 株式会社ホット・ライン

辞退

備考 【概要】
健康まつり会場（市営福生野球場）にテント・看板等の機材の搬入、設営、撤去等を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00388 件名

内部発注番号 1671
市営住宅排水管清掃委託（単価契約）入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 10時35分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市武蔵野台二丁目７番地　第二市営住宅Ａ・Ｂ棟外

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 安藤設備株式会社

所在地 東京都福生市志茂１７５番地

落札金額 1,397,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 安藤設備株式会社 1,397,000円 落札

2 八洲環境保全有限会社 1,500,000円

3 師岡設備工業株式会社

辞退

4 株式会社森田工業所

辞退

5 有限会社加藤設備

辞退

備考 【概要】
居室内の雑排水管系統（台所、洗面所、浴室、洗濯）の清掃を年１回実施する。
 
※推定総額にて入札を行った。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00389 件名

内部発注番号 1854
かえで会館外６箇所建築設備定期検査報告書作

成委託
入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 10時40分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平一丁目20番地６外６箇所

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 株式会社タマ建築設計事務所

所在地 東京都あきる野市草花１８１７番地３

落札金額 950,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社タマ建築設計事務所 950,000円 落札

2 株式会社佐伯建築設計事務所 1,100,000円

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,100,000円

4 株式会社京和建築事務所 1,100,000円

5 モリタ構造設計室

辞退

備考 【概要】
建築基準法第12条第３項の規定による定期報告書の作成
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00390 件名

内部発注番号 1848
れんげ園外７箇所特定建築物定期調査報告書作

成委託
入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 10時42分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園三丁目６番地１外７箇所

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 880,000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 880,000円 落札

2 有限会社ティエム建築デザイン研究所 930,000円

3 株式会社藤澤設計 1,200,000円

4 一級建築士事務所　新田建築工房

辞退

5 モリタ構造設計室

辞退

備考 【概要】
建築基準法第12条第１項の規定による定期報告書の作成
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00391 件名

内部発注番号 2171
介護予防リーダー養成講座委託入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 10時46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　もくせい会館

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 医療法人社団和風会

所在地 東京都青梅市長淵九丁目１４１２番地の４

落札金額 573,365円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団和風会 573,365円 落札

2 セントラルスポーツ株式会社 健康サポート部 745,000円

3 株式会社ルネサンス 地域健康営業部 852,900円

4 東京体育機器株式会社

辞退

5 株式会社ティップネス

不参

備考 【概要】
講座による「介護予防の知識」、集いの場で実践する「運動指導のスキル」、集いの場の活動運営のノウハウを提供し、健康
行動を地域に波及できるリーダー（サポーター）を養成する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00392 件名

内部発注番号 2382
市道第180号線測量委託入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 11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 株式会社ふくみ

所在地 東京都福生市大字福生２３５６番地６

落札金額 600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 600,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 680,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 700,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 780,000円

5 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 850,000円

備考 【概要】
福生市熊川地内において、狭あい道路拡幅整備事業により寄附申出が提出された土地の分筆
登記に係る基準点測量及び用地測量を実施するもの。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00393 件名

内部発注番号 2338
公園遊具点検委託入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 11時47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１ 190 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 株式会社トレジャーボックス 東京支店

所在地 東京都日野市平山三丁目8番地33

落札金額 522,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社トレジャーボックス 東京支店 522,000円 落札

2 株式会社三津穗 1,020,000円

3 株式会社サカヱ

辞退

4 株式会社三榮企業

辞退

5 株式会社コトブキ

不参

備考 【概要】
遊具点検（劣化点検）市内68公園296基
事前打ち合わせ・調査報告書　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00394 件名

内部発注番号 2461
福生第三小学校外３校校庭樹木診断委託入札見積締切日時 2019年7月22日 17時00分

開札日時 2019年7月23日 11時20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番地外３箇所

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 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 465,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 465,000円 落札

2 株式会社丸松 500,000円

3 有限会社英造園 550,000円

4 有限会社福生造園 550,000円

5 株式会社共進造園 600,000円

備考 【概要】
校庭樹木初期診断
三小　55本
六小　56本
七小　67本
三中　19本
 
※入札価格は税抜きです。


