
予定価格

落札金額

4,557,000

4,230,000

2,900,000

2,532,000

2,679,000

2,600,000

695,200

2,270,000

2,250,000

912,500

1,000,000

950,000

540,000

事前公表案件

令和元年11月14日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 庁舎排水ポンプ改良工事 羽村設備㈱ 6 1

不調随契

2 各小・中学校植木剪定委託 ㈲英造園 6 1

3
電算機借上（選挙投票管理システ
ム用サーバ）

富士通リース㈱ 5 3

4 健康遊具設置工事 立山産業㈱ 5 1 事前公表案件

5
消費者啓発「見守り活動の支援及
び啓発グッズ制作」事業委託

㈱キョウエイアドインターナショ
ナル本社

5 1

不調

6 景観重要資源保全工事 ㈲村尾造園土木 5 1 事前公表案件

7
消費者啓発「たっけー☆☆を活用
した未成年者への啓発（グッズ制
作）」事業委託

5 1

8 災害用医療セット保守点検委託 繁和産業㈱東京支店 5 1

9 市道第228号線測量委託 ㈱ふくみ 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。

11
市制施行50周年記念ピンバッジ購
入

三幸商事㈱ 5 1

10 市道第1042号線測量委託
㈱アース設計コンサルタン
ト

5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00505 件名

内部発注番号 4983
庁舎排水ポンプ改良工事入札見積締切日時 2019年11月13日 17時00分

開札日時 2019年11月14日 9時01分

予定価格 5,012,700円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地

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 羽村設備株式会社

所在地 東京都羽村市羽西一丁目１番２号

落札金額 4,230,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 羽村設備株式会社 4,230,000円 落札

2 師岡設備工業株式会社 4,524,000円

3 川本サービス株式会社 首都圏支店 4,550,000円

4 安藤設備株式会社

辞退

5 株式会社森田工業所

辞退

6 有限会社加藤設備

不参

備考 【概要】
汚水排水、雑排水、雨水排水、湧水排水の水中ポンプ取替、試運転調整一式
 
※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 2019-00506 件名

内部発注番号 5112
各小・中学校植木剪定委託入札見積締切日時 2019年11月13日 17時00分

開札日時 2019年11月14日 9時11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１ 110 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 有限会社英造園

所在地 東京都福生市熊川１０６７番地５

落札金額 2,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社英造園 2,900,000円 落札

2 立山産業株式会社 3,000,000円

3 株式会社共進造園 3,100,000円

4 有限会社福生造園 3,120,000円

5 株式会社丸松 3,150,000円

6 有限会社村尾造園土木 3,160,000円

備考 【概要】
市内小・中学校10校
　植木剪定工　　　一式
　既剪定枝廃棄工　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00515 件名

内部発注番号 5609
電算機借上（選挙投票管理システム用サーバ）入札見積締切日時 2019年11月13日 17時00分

開札日時 2019年11月14日 16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

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 2,532,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 富士通リース株式会社 2,904,000円 2,844,000円 2,754,000円 不調随契　2,532,000円

2 株式会社ＪＥＣＣ 3,006,000円 2,892,000円

辞退

3 日通商事株式会社 東京支店 2,970,000円

辞退 ＊＊

4 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社 辞退 ＊＊ ＊＊

5 株式会社ムサシ 東京第一支店

辞退 ＊＊ ＊＊

備考 【概要】
【5年長期継続契約】
選挙投票管理システムサーバ一式
 
※入札価格は税別です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00507 件名

内部発注番号 5362
健康遊具設置工事入札見積締切日時 2019年11月13日 17時00分

開札日時 2019年11月14日 9時21分

予定価格 2,946,900円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生2351番地11外

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 立山産業株式会社

所在地 東京都福生市福生９７３

落札金額 2,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 立山産業株式会社 2,600,000円 落札

2 有限会社英造園 2,619,000円

3 株式会社共進造園 2,623,000円

4 株式会社丸松

辞退

5 有限会社福生造園

辞退

備考 【概要】
健康遊具設置　わらつけ公園
　　　　　　　　上半身ストレッチ器具　１基
　　　　　　　　足踏み器具　　　　　　１基
　　　　　　　フレンドシップパーク
　　　　　　　　屈伸器具　　　　　　　１基
　　　　　　　　前屈器具　　　　　　　１基
 
※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 2019-00508 件名

内部発注番号 5020
消費者啓発「見守り活動の支援及び啓発グッズ制

作」事業委託
入札見積締切日時 2019年11月13日 17時00分

開札日時 2019年11月14日 10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１ 190 その他の業務委託等 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 005 荒物雑貨 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目３ 007 繊維・ゴム・皮革製品 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 株式会社キョウエイアドインターナショナル 本社

所在地 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番－１５号

落札金額 695,200円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社キョウエイアドインターナショナル 本
社

695,200円 落札

2 株式会社イトダネーム 東京支店 961,000円

3 株式会社サンボー

辞退

4 株式会社リトルランド

辞退

5 株式会社ＪＴＢ

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制作する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00509 件名

内部発注番号 5370
景観重要資源保全工事入札見積締切日時 2019年11月13日 17時00分

開札日時 2019年11月14日 9時30分

予定価格 2,497,000円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川字南17番1外

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 2,250,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 2,250,000円 落札

2 株式会社上坂重機開発 2,270,000円

3 株式会社共進造園 2,270,000円

4 株式会社柿沼土建

辞退

5 株式会社渡辺工務店

辞退

備考 【概要】
福生市景観重要資源第1号（熊川分水）8番の石積み補修工事
石積み撤去復旧工　Ｈ＝1.8ｍ、Ｌ＝11.2ｍ
 
※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 2019-00510 件名

内部発注番号 5072
消費者啓発「たっけー☆☆を活用した未成年者へ

の啓発（グッズ制作）」事業委託
入札見積締切日時 2019年11月13日 17時00分

開札日時 2019年11月14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２ 005 荒物雑貨 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目３ 007 繊維・ゴム・皮革製品 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社カイト

辞退

2 株式会社中万本店

辞退

3 有限会社冨田屋

辞退

4 株式会社ＪＴＢ

不参

5 株式会社チヂキ 東京店

不参

備考 【概要】
キャラクターグッズのデザイン・制作
 
※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 2019-00511 件名

内部発注番号 5300
災害用医療セット保守点検委託入札見積締切日時 2019年11月13日 17時00分

開札日時 2019年11月14日 13時58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　福生市立福生第一小学校避難所用備蓄庫内外16箇所

営業種目１ 020 医薬品・衛生材料・介護用品 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 繁和産業株式会社 東京支店

所在地 東京都中央区日本橋富沢町10番16号MY　ARK日本橋ビル

落札金額 912,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 繁和産業株式会社 東京支店 912,500円 落札

2 済生堂岡田薬品 1,179,500円

3 株式会社三和堂 1,268,000円

4 共立薬品株式会社

不参

5 株式会社カツマタ

不参

備考 【概要】
市内各避難所用備蓄倉庫内の災害用医療資材の保守点検ならびに更新業務委託
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00512 件名

内部発注番号 5376
市道第228号線測量委託入札見積締切日時 2019年11月13日 17時00分

開札日時 2019年11月14日 9時57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 1,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 1,000,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 1,100,000円

3 株式会社アース設計コンサルタント 1,100,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 1,150,000円

5 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 1,150,000円

備考 【概要】
打ち合わせ協議　一式
基準点測量　一式
用地測量　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00513 件名

内部発注番号 5126
市道第1042号線測量委託入札見積締切日時 2019年11月13日 17時00分

開札日時 2019年11月14日 9時57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 950,000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 950,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 1,100,000円

3 株式会社ふくみ 1,100,000円

4 株式会社プランニングマップ 1,120,000円

5 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 1,150,000円

備考 【概要】
用地測量１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00514 件名

内部発注番号 5732
市制施行50周年記念ピンバッジ購入入札見積締切日時 2019年11月13日 17時00分

開札日時 2019年11月14日 11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１ 090 その他の物品 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 101 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 三幸商事株式会社

所在地 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号

落札金額 540,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 三幸商事株式会社 540,000円 落札

2 株式会社麻生徽章 560,000円

3 株式会社マルミ運動具店 610,000円

4 株式会社ネクスメディア 755,000円

5 有限会社あっぷ印刷工房 800,000円

備考 【概要】
ピンバッジ　１万個
 
※入札価格は税抜きです。


