
予定価格

落札金額

10,912,000

10,500,000

2,587,990

6,450,000

1,577,900

5,979,000

5,743,195

4,669,000

4,580,000

4,143,000

4,000,000

2,659,000

2,500,000

2,409,940

1,760,000

1,560,000

612,000

※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。

11 各小・中学校防犯カメラ保守委託 ㈲モリヤ電気 4 2

事前公表案件

9 市営住宅跡地給排水管撤去工事 5 1
事前公表案件
不調

10
福生第二小学校体育館手動式バト
ン昇降装置交換工事

㈱水井装備 5 1

事前公表案件

7
福生第二小学校外２校PAS等交換工
事

㈲アクティブ電設 6 1 事前公表案件

8 維持管理補修工事R元その６ 内外サービス㈱ 5 1

事前公表案件

5
市道幹線Ⅱ-３号線（松林通り）舗
装補修工事

東山建設㈱ 6 1 事前公表案件

6 市道第1174号線改良工事 ㈱岡野組 6 1

3 シティドレッシング事業委託 ㈱東京タカラ商会 6 1

4
消防団入団者用冬制服一式外購入
（単価契約）

㈱消防弘済会 5 1

1
福生駅東口外２箇所駅前喫煙所環
境整備工事

㈱岡野組 7 1 事前公表案件

2 市営競技場備品購入 ㈱ヒノデン福生支店 5 1

令和２年１月21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 2019-00576 件名

内部発注番号 6771
福生駅東口外２箇所駅前喫煙所環境整備工事入札見積締切日時 2020年1月20日 17時00分

開札日時 2020年1月21日 9時00分

予定価格 12,003,200円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市東町地内外２箇所

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 株式会社岡野組

所在地 東京都あきる野市草花２００９番地

落札金額 10,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社岡野組 10,500,000円 落札

2 株式会社塩田組

辞退

3 株式会社渡辺工務店

辞退

4 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

5 有限会社村尾造園土木

辞退

6 株式会社島田組 福生営業所

辞退

7 株式会社柿沼土建

辞退

備考 【概要】
パーテション型喫煙所　設置　３箇所
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　9,772,000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 2019-00588 件名

内部発注番号 6714
市営競技場備品購入入札見積締切日時 2020年1月20日 17時00分

開札日時 2020年1月21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3232番地

営業種目１ 004 什器・家具 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 株式会社ヒノデン 福生支店

所在地 東京都福生市福生６６０番５号奥田マンション１階Ａ－１０５号

落札金額 2,587,990円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヒノデン 福生支店 2,587,990円 落札

2 株式会社ツクモ商事 2,611,500円

3 いさみや 2,612,000円

4 有限会社ヤマシン 2,625,000円

5 有限会社いずみ堂

不参

備考 【概要】
事務用机×2台、事務用椅子×2脚、デスクサイド書庫、掛時計×7個、コインロッカー×8台、耐水性ベンチ×4台、会議用机
×10台、会議用椅子×30脚、冷水器
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00577 件名

内部発注番号 6471
シティドレッシング事業委託入札見積締切日時 2020年1月20日 17時00分

開札日時 2020年1月21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 東京都福生市本町５番地ほか

営業種目１ 115 広告代理 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 024 標識・看板等 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 株式会社東京タカラ商会

所在地 東京都豊島区東池袋三丁目１０番６号

落札金額 6,450,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社東京タカラ商会 6,450,000円 落札

2 株式会社コーエー 東京支店 7,126,200円

3 株式会社キョウエイアドインターナショナル 本
社

7,567,400円

4 株式会社デザイン計画

辞退

5 株式会社武揚堂

辞退

6 株式会社ニューアド社

不参

備考 【概要】
市役所庁舎及びその周辺の装飾デザインデータの作成及び設置並びに撤去
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00587 件名

内部発注番号 6834
消防団入団者用冬制服一式外購入（単価契約）入札見積締切日時 2020年1月20日 17時00分

開札日時 2020年1月21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 東京都福生市本町5番地外

営業種目１ 007 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 1,577,900円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 1,577,900円 落札

2 株式会社きしの防災 1,752,900円

3 株式会社ミナカミ 1,767,900円

4 株式会社東新商会 1,778,900円

5 株式会社カナメ商事 1,780,000円

備考 【概要】
令和２年4月1日付け、消防団入団者への被服貸与に伴う被服一式の購入をするもの。
 
※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 2019-00578 件名

内部発注番号 6722
市道幹線Ⅱ-３号線（松林通り）舗装補修工事入札見積締切日時 2020年1月20日 17時00分

開札日時 2020年1月21日 9時20分

予定価格 6,576,900円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市武蔵野台地内

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 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 5,743,195円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東山建設株式会社 5,743,195円 落札

2 土屋建設株式会社

辞退

3 有限会社麻生マーク

辞退

4 株式会社第一建設

辞退

5 株式会社塩田組

辞退

6 株式会社興栄

辞退

備考 【概要】
舗装補修工事を行う
工事延長　L=49.56m
As舗装工　389.3㎡
薄層カラー舗装　74.7㎡
白線設置工（15㎝）　71.8m
白線設置工（45㎝）　88.0m
 
※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 2019-00579 件名

内部発注番号 6678
市道第1174号線改良工事入札見積締切日時 2020年1月20日 17時00分

開札日時 2020年1月21日 9時26分

予定価格 5,135,900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 株式会社岡野組

所在地 東京都あきる野市草花２００９番地

落札金額 4,580,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社岡野組 4,580,000円 落札

2 成友興業株式会社 福生営業所 4,600,000円

3 多摩ライン株式会社

辞退

4 有限会社村尾造園土木

辞退

5 株式会社島田組 福生営業所

辞退

6 株式会社田村工務店

辞退

備考 【概要】
舗装改良工事を行う
アスファルト舗装工　141.96㎡
Ｌ型側溝設置工　　　　86.3ｍ
Ｌ型集水桝設置工　　　2箇所
雨水吸込槽設置工　　　1箇所
 
※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 2019-00580 件名

内部発注番号 6408
福生第二小学校外２校PAS等交換工事入札見積締切日時 2020年1月20日 17時00分

開札日時 2020年1月21日 9時31分

予定価格 4,557,300円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川623番地外２箇所

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 有限会社アクティブ電設

所在地 東京都福生市北田園二丁目１４番地５

落札金額 4,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社アクティブ電設 4,000,000円 落札

2 宮崎電気株式会社 4,050,000円

3 有限会社モリヤ電気 4,050,000円

4 ホーエイ電設株式会社 4,070,000円

5 有限会社日福電設 4,075,000円

6 有限会社小林電業 4,100,000円

備考 【概要】
PAS（気中負荷開閉器）交換　２台
高圧ｹｰﾌﾞﾙ交換　134ｍ
 
※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 2019-00581 件名

内部発注番号 6912
維持管理補修工事R元その６入札見積締切日時 2020年1月20日 17時00分

開札日時 2020年1月21日 9時35分

予定価格 2,924,900円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

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 内外サービス株式会社

所在地 東京都調布市富士見町二丁目２１番地１６

落札金額 2,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 内外サービス株式会社 2,500,000円 落札

2 管清工業株式会社 西東京営業所 2,620,000円

3 吉村エンタープライズ株式会社 2,620,000円

4 管水工業株式会社 東京支店 2,630,000円

5 三喜技研工業株式会社 2,650,000円

備考 【概要】
汚水管φ250部分補修　　　　 14箇所
汚水管φ250支管口部分補修　　1箇所
雨水管φ400部分補修　　　　　3箇所
 
※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 2019-00582 件名

内部発注番号 6935
市営住宅跡地給排水管撤去工事入札見積締切日時 2020年1月20日 17時00分

開札日時 2020年1月21日 9時40分

予定価格 2,650,934円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生959番地外

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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 橋本設備工業株式会社

辞退

2 株式会社スイーピングサービス

辞退

3 師岡設備工業株式会社

辞退

4 安藤設備株式会社

辞退

5 株式会社森田工業所

辞退

備考 【概要】
除却済木造住宅の給排水管が埋設されたままにあるため、当該給排水管の撤去工事一式を実施する。
 
※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。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00583 件名

内部発注番号 6882
福生第二小学校体育館手動式バトン昇降装置交

換工事
入札見積締切日時 2020年1月20日 17時00分

開札日時 2020年1月21日 9時50分

予定価格 1,936,000円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川623番地

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 株式会社水井装備

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎西松原１４番地４

落札金額 1,560,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社水井装備 1,560,000円 落札

2 株式会社モリタ 1,650,000円

3 株式会社塩田組

辞退

4 株式会社山武コーポレーション

辞退

5 株式会社島田組 福生営業所

不参

備考 【概要】
手動式バトン昇降装置交換
手動巻揚げ機交換　２台
滑車交換　一式
ワイヤー交換　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 2019-00584 件名

内部発注番号 6657
各小・中学校防犯カメラ保守委託入札見積締切日時 2020年1月20日 17時00分

開札日時 2020年1月21日 13時05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 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 有限会社モリヤ電気

所在地 東京都福生市大字熊川７５４番地

落札金額 612,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 有限会社モリヤ電気 627,000円 612,000円 落札

2 有限会社小林電業 695,000円 625,000円

3 株式会社細谷電機 750,000円 626,000円

4 宮崎電気株式会社 728,000円

辞退

備考 【概要】
防犯カメラ設備点検　一式
報告書作成　一式
 
※入札価格は税抜きです。


