
予定価格

落札金額

3,165,000

3,060,000

21,550,000

3,165,000

3,099,000

2,370,000

2,280,000

746,000

1,222,125

698,000

410,000

事前公表案件

令和２年２月６日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 ほたる公園井戸改修工事　その２ ㈲村尾造園土木 6 1

事前公表案件

3 緑地整備工事（その12） ㈲村尾造園土木 6 1 事前公表案件

4 市道第1061号線側溝設置工事 ㈱塩田組 5 1

6 小中学校普通教室机・椅子購入 ㈲いずみ堂 5 1

5 ウォーキングマップ作成委託 ㈱中央ジオマチックス 5 1

福生第一小学校外９校放送設備保
守委託

大和通信機㈱ 4 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。

2
防災行政無線（移動系）施設改良
工事に伴う備品購入

田中電気㈱ 7 1
議会の議決後、契約
予定

7 電算機保守委託（データ消去等） ㈲マスター 5 1

8



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00596 件名

内部発注番号 7293
ほたる公園井戸改修工事　その２入札見積締切日時 2020年2月5日 17時00分

開札日時 2020年2月6日 9時00分

予定価格 3,481,500円

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９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 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 3,060,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 3,060,000円 落札

2 株式会社共進造園 3,110,000円

3 株式会社森田工業所 3,120,000円

4 株式会社丸松 3,145,000円

5 有限会社福生造園 3,150,000円

6 有限会社英造園 3,160,000円

備考 【概要】
井戸ポンプの新設工事　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 2019-00604 件名

内部発注番号 7228
防災行政無線（移動系）施設改良工事に伴う備品

購入
入札見積締切日時 2020年2月5日 17時00分

開札日時 2020年2月6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番地外

営業種目１ 017 通信用機械器具類 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 田中電気株式会社

所在地 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号

落札金額 21,550,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 田中電気株式会社 21,550,000円 落札

2 スイス通信システム株式会社 東京支店 24,740,000円

3 三愛電子工業株式会社 25,210,000円

4 パナソニックシステムソリューションズジャパン
株式会社 首都圏部門 辞退

5 日本無線株式会社 関東支社

辞退

6 日神電子株式会社

辞退

7 三峰無線株式会社

辞退

備考 【概要】
車載型８台、携帯型42台購入
 
※議会議決後、契約予定
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00597 件名

内部発注番号 7252
緑地整備工事（その12）入札見積締切日時 2020年2月5日 17時00分

開札日時 2020年2月6日 9時10分

予定価格 3,481,500円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生196番地７

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 3,099,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 3,099,000円 落札

2 株式会社丸松 3,130,000円

3 有限会社英造園 3,155,000円

4 株式会社福樹園 3,160,000円

5 興國緑化株式会社

辞退

6 立山産業株式会社

辞退

備考 【概要】
支障木処理工　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 2019-00603 件名

内部発注番号 7371
市道第1061号線側溝設置工事入札見積締切日時 2020年2月5日 17時00分

開札日時 2020年2月6日 9時23分

予定価格 2,607,000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 株式会社塩田組

所在地 東京都福生市福生２０３３番地

落札金額 2,280,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社塩田組 2,280,000円 落札

2 東山建設株式会社

辞退

3 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

4 株式会社柿沼土建

辞退

5 有限会社麻生マーク

不参

備考 【概要】
狭隘道路の拡幅のため、側溝を設置し影響範囲を舗装する。
工事延長　L=35.0m
L型側溝撤去工　L=28.1m
L型集水桝撤去工　1箇所
As舗装工　33.7㎡
L型側溝設置工　L=27.2m
L型集水桝設置工　1箇所
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00598 件名

内部発注番号 7148
ウォーキングマップ作成委託入札見積締切日時 2020年2月5日 17時00分

開札日時 2020年2月6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2125番地３

営業種目１ 117 航空写真・図面製作 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 株式会社中央ジオマチックス

所在地 東京都板橋区舟渡三丁目１５番２２号

落札金額 746,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社中央ジオマチックス 746,000円 落札

2 株式会社武揚堂 900,000円

3 株式会社東京地図研究社 1,300,000円

4 国土地図株式会社 1,320,000円

5 株式会社ゼンリン 立川営業所

辞退

備考 【概要】
ウォーキングマップの作成、編集、印刷の委託
マップ印刷部数　5,000部
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00605 件名

内部発注番号 7458
小中学校普通教室机・椅子購入入札見積締切日時 2020年2月5日 17時00分

開札日時 2020年2月6日 9時25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番地外（市立小中学校10校）

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 有限会社いずみ堂

所在地 東京都福生市大字熊川1143－1－22－303

落札金額 1,222,125円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社いずみ堂 1,222,125円 落札

2 株式会社ヒノデン 福生支店 1,262,580円

3 やまみ屋 1,270,295円

4 有限会社ヤマシン 1,278,370円

5 株式会社ツクモ商事 1,280,300円

備考 【概要】
机90台、椅子90脚、机廃棄処分122台、椅子廃棄処分133台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00599 件名

内部発注番号 7482
電算機保守委託（データ消去等）入札見積締切日時 2020年2月5日 17時00分

開札日時 2020年2月6日 9時30分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 121 情報処理業務 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 有限会社マスター

所在地 東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号

落札金額 698,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社マスター 698,000円 落札

2 株式会社ジーシーシー 東京西支社 725,000円

3 日本コムシス株式会社

辞退

4 コムコ株式会社

辞退

5 ＮＥＣフィールディング株式会社 西東京支店

辞退

備考 【概要】
サーバ等に内蔵されているハードディスクに対して、物理破壊装置による物理破壊によって、データ消去を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00600 件名

内部発注番号 7361
福生第一小学校外９校放送設備保守委託入札見積締切日時 2020年2月5日 17時00分

開札日時 2020年2月6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 東京都福生市大字福生1055番地外９箇所

営業種目１ 106 通信施設保守 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 大和通信機株式会社

所在地 東京都国分寺市東戸倉一丁目１４番２１号

落札金額 410,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 大和通信機株式会社 410,000円 落札

2 有限会社トーワメンテナンス 500,000円

3 有限会社ニコウ技研 2,200,000円

4 株式会社ベックス

辞退

備考 【概要】
放送設備機器の点検　一式
 
※入札価格は税抜きです。


