
予定価格

落札金額

14,200,000

2,750,000

3,139,000

3,100,000

1,934,000

1,680,000

437,000

1,200,000

1,100,000

2,643,000

2,630,000

13,429,000

令和元年10月15日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1
立川第２処理分区・立川第２排水
区R元その１工事基本設計委託（新
五日市街道関連事業）

㈱ファースト設計福生営業所 7 1

2 庭木剪定等管理委託 ㈱共進造園 6 1

事前公表案件

3 公共下水道蓋高調整工事R元その４ ㈱第一建設 6 1 事前公表案件

4
福生第五小学校機械室耐火間仕切
壁設置工事

㈱渡辺工務店 5 1

5
消費者啓発「VR動画作成」事業委
託

㈱ライズ・ビデオ・エイテイ 5 1

6 せせらぎ遊歩道公園法面点検委託 国際航業㈱多摩営業所 5 1

事前公表案件

7 市道第229号線法面調査委託
㈱アース設計コンサルタン
ト

5 1

8 宿橋補修工事 ㈱柿沼土建 5 1

※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。

9 市民会館人荷用昇降機改良工事 25 1
事前公表案件
不調



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00480 件名

内部発注番号 4345
立川第２処理分区・立川第２排水区R元その１工

事基本設計委託（新五日市街道関連事業）
入札見積締切日時 2019年10月11日 17時00分

開札日時 2019年10月15日 9時00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1640番地１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 14,200,000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 14,200,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 14,550,000円

3 株式会社ダイエーコンサルタンツ 東京支社 14,600,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 14,800,000円

5 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 15,250,000円

6 株式会社ふくみ 15,500,000円

7 国際測地株式会社 福生営業所 16,000,000円

備考 【概要】
新五日市街道拡幅に伴う汚水管及び雨水管布設の基本設計。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00487 件名

内部発注番号 4336
庭木剪定等管理委託入札見積締切日時 2019年10月11日 17時00分

開札日時 2019年10月15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 東京都福生市大字福生1158番地

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 2,750,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社共進造園 2,750,000円 決定

2 立山産業株式会社 2,900,000円

3 株式会社丸松 2,950,000円

4 株式会社福樹園 3,000,000円

5 有限会社福生造園 3,100,000円

6 有限会社村尾造園土木

不参

備考 【概要】
旧ヤマジュウ田村家住宅における、次の業務の委託を行う。
１　高木及び中木の剪定　２生垣の剪定　３落ち葉掃き
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00482 件名

内部発注番号 4337
公共下水道蓋高調整工事R元その４入札見積締切日時 2019年10月11日 17時00分

開札日時 2019年10月15日 9時12分

予定価格 3,452,900円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市志茂、牛浜地内

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 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 3,100,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社第一建設 3,100,000円 落札

2 株式会社岡野組 3,130,000円

3 東山建設株式会社

辞退

4 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

5 株式会社島田組 福生営業所

辞退

6 有限会社村尾造園土木

不参

備考 【概要】
汚水蓋高調整　18箇所（新規蓋15箇所,既存蓋3箇所）
雨水蓋高調整　1箇所（新規蓋1箇所）
付帯工　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 2019-00483 件名

内部発注番号 4232
福生第五小学校機械室耐火間仕切壁設置工事入札見積締切日時 2019年10月11日 17時00分

開札日時 2019年10月15日 9時17分

予定価格 2,127,400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 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 株式会社渡辺工務店

所在地 東京都福生市大字熊川３７７番地１

落札金額 1,680,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社渡辺工務店 1,680,000円 落札

2 株式会社水井装備 1,821,000円

3 株式会社山武コーポレーション 1,924,000円

4 株式会社モリタ

辞退

5 株式会社島田組 福生営業所

辞退

備考 【概要】
軽量鉄骨下地設置　44.5㎡
耐火間仕切壁設置　89㎡
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00484 件名

内部発注番号 4643
消費者啓発「VR動画作成」事業委託入札見積締切日時 2019年10月11日 17時00分

開札日時 2019年10月15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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 116 ビデオ・スライド製作 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 115 広告代理 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目３ 190 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 株式会社ライズ・ビデオ・エイテイ

所在地 東京都豊島区池袋三丁目２６番１４号

落札金額 437,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ライズ・ビデオ・エイテイ 437,000円 落札

2 ＤＨＥ株式会社 1,193,000円

3 株式会社アイルムービー 1,620,000円

4 凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事
業本部

2,380,000円

5 株式会社文化工房 5,075,000円

備考 【概要】
消費生活問題に関心を持ちにくい未成年者の市民へ、法改正による成年年齢引き上げへの消費者啓発として、VR動画を作
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 2019-00485 件名

内部発注番号 4235
せせらぎ遊歩道公園法面点検委託入札見積締切日時 2019年10月11日 17時00分

開札日時 2019年10月15日 9時26分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

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 国際航業株式会社 多摩営業所

所在地 東京都府中市晴見町２丁目２４番１号

落札金額 1,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 国際航業株式会社 多摩営業所 1,200,000円 落札

2 アジア航測株式会社 本社営業部 1,300,000円

3 株式会社大輝 1,620,000円

4 株式会社国土開発センター 東京営業所 2,800,000円

5 中央開発株式会社 東京支社

辞退

備考 【概要】
せせらぎ遊歩道公園法面点検　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00486 件名

内部発注番号 4230
市道第229号線法面調査委託入札見積締切日時 2019年10月11日 17時00分

開札日時 2019年10月15日 9時39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

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 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 1,100,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アース設計コンサルタント 1,100,000円 落札

2 株式会社ふくみ 1,350,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 1,350,000円

4 株式会社地盤調査事務所

辞退

5 株式会社エイテック 東日本支社

辞退

備考 【概要】
４級基準点測量　 3点　　現地測量　　　  780㎡
中心線測量　　 0.02㎞　仮BM設置測量　 0.07㎞
縦断・横断測量 0.02㎞　打合せ協議　　  1.0式
対策の検討　　  1.0式　報告書の作成　  1.0式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00488 件名

内部発注番号 4822
宿橋補修工事入札見積締切日時 2019年10月11日 17時00分

開札日時 2019年10月15日 9時39分

予定価格 2,907,300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 0200 橋りょう工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社柿沼土建

所在地 東京都青梅市新町三丁目１０番地の５ライオンズマンション小作４０４

落札金額 2,630,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社柿沼土建 2,630,000円 落札

2 株式会社濱中技建

辞退

3 株式会社フジワラ技建

辞退

4 株式会社馬場組

辞退

5 株式会社山崎工務店

不参

備考 【概要】
橋長　11.13ｍ　全幅員　6.5ｍ
・断面修復工・剥落防止工・支承塗装塗替工
 
※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 2019-00491 件名

内部発注番号 4823
市民会館人荷用昇降機改良工事入札見積締切日時 2019年10月11日 17時00分

開札日時 2019年10月15日 9時44分

予定価格 14,771,900円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生2455番地

業種 4800 エレベーター

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 守谷輸送機工業株式会社 東京支店

辞退

2 萬年エレベーター株式会社

辞退

3 日本特殊輸送機株式会社

辞退

4 三菱電機株式会社

辞退

5 日本オーチス・エレベータ株式会社 東日本支
社 辞退

6 株式会社日本エレベータ製作所

辞退

7 フジテック株式会社 首都圏統括本部

辞退

8 株式会社マイクロエレベーター

辞退

9 横浜エレベータ株式会社

辞退

10 日東エレベータ株式会社

辞退

11 菱電エレベータ施設株式会社 リフト事業本部

辞退

12 三精テクノロジーズ株式会社 東京支店

辞退

13 冨士エレベーター工業株式会社

辞退

14 日本エレベーター製造株式会社

不参

15 東芝エレベータ株式会社 西東京支店

不参

16 株式会社菱サ・ビルウェア 東京支店

不参

17 アビリティーズ・ケアネット株式会社

不参

18 八洲電機株式会社 設備ソリューション事業部

不参

19 クマリフト株式会社 東京支店

不参

20 日東エレベータ製造株式会社

不参



21 株式会社コムテック

不参

22 広洋産業株式会社

不参

23 株式会社日本ビルテクノス

不参

24 昌和輸送機株式会社

不参

25 株式会社湘南環境ソリューション

不参

備考 【概要】
積載量2,000kg　油圧式人荷用昇降機（３停止階）
部品、機器類の取替え　一式
地震時管制装置、停電時管制装置等安全装置の新設　一式
 
※予定価格事前公表案件
※全者応札無しのため、打切りとなりました。


