
予定価格

落札金額

13,500,000

4,025,000

3,820,000

3,100,000

2,999,940

3,070,000

3,050,000

1,382,000

1,338,000

※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。

7
消防団詰所（第二分団）空調設備改
良工事

㈲アクティブ電設 5 1 事前公表案件

事前公表案件

5
東京都知事選挙投票受付事務等労働
者派遣委託

㈱ヒューマントラスト営業本部 6 1

6 公共下水道蓋高調整工事R２その２ 成友興業㈱福生営業所 6 1

3
東京都知事選挙ポスター掲示場設置
撤去委託

6 2 不調

4 せせらぎ遊歩道公園地質調査委託 中央開発㈱東京支社 6 1

令和２年５月26日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

事前公表案件

1
福生市流域関連公共下水道事業計画
変更認可業務委託

㈱日本インシーク東京本社営
業部

7 1

2 維持管理補修工事Ｒ２その２ 管清工業㈱西東京営業所 6 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00290 件名

内部発注番号 649
福生市流域関連公共下水道事業計画変更認可

業務委託
入札見積締切日時 2020年5月25日 17時00分

開札日時 2020年5月26日 9時01分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

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 株式会社日本インシーク 東京本社営業部

所在地 東京都中央区日本橋富沢町９番１９号

落札金額 13,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社日本インシーク 東京本社営業部 13,500,000円 落札

2 管清工業株式会社 西東京営業所 16,500,000円

3 株式会社極東技工コンサルタント 東京支社 25,000,000円

4 東京技研設計株式会社 26,000,000円

5 株式会社ＮＪＳ 東京総合事務所

辞退

6 株式会社東京設計事務所 東京支社

辞退

7 株式会社日水コン 東京支所

辞退

備考 【概要】
下水道法事業計画変更認可申請図書作成　一式
都市計画法事業認可申請図書作成　一式
その他関連業務　一式
 
※契約確定の翌日から令和３年　３月１７日まで
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00285 件名

内部発注番号 629
維持管理補修工事Ｒ２その２入札見積締切日時 2020年5月25日 17時00分

開札日時 2020年5月26日 9時05分

予定価格 4,427,500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 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 管清工業株式会社 西東京営業所

所在地 東京都立川市羽衣町三丁目11番2号

落札金額 3,820,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 管清工業株式会社 西東京営業所 3,820,000円 落札

2 三喜技研工業株式会社 3,880,000円

3 吉村エンタープライズ株式会社 3,900,000円

4 内外サービス株式会社 3,950,000円

5 淺間保全工業株式会社 4,000,000円

6 株式会社ヤマソウ 東京支店

不参

備考 【概要】
足掛金物交換　97箇所
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定の翌日から令和　２年　７月１７日まで
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00291 件名

内部発注番号 638
東京都知事選挙ポスター掲示場設置撤去委託入札見積締切日時 2020年5月25日 17時00分

開札日時 2020年5月26日 13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

営業種目１ 024 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社自然堂 3,152,100円 3,148,000円

2 株式会社ヒロタ 3,318,000円

辞退

3 株式会社コーエー 東京支店 3,199,500円

辞退

4 株式会社麻生徽章 3,436,500円

辞退

5 誠興産株式会社

不参 ＊＊

6 ＴＳＰ太陽株式会社 3,713,000円

不参

備考 【概要】
３段28区画30面のポスター掲示場79箇所の設置及び撤去
 
※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 2020-00287 件名

内部発注番号 658
せせらぎ遊歩道公園地質調査委託入札見積締切日時 2020年5月25日 17時00分

開札日時 2020年5月26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地内

業種 1500 地質調査

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 中央開発株式会社 東京支社

所在地 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号

落札金額 3,100,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 中央開発株式会社 東京支社 3,100,000円 落札

2 国際航業株式会社 多摩営業所 3,460,000円

3 アジア航測株式会社 本社営業部 3,990,000円

4 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 関東支社 4,750,000円

5 応用地質株式会社 東京営業所

辞退

6 株式会社建設技術研究所 東京本社

辞退

備考 【概要】
地質調査　計画準備　　　　１式
　　　　　資料収集整理　　１式
　　　　　機械ボーリング　３孔30ｍ
　　　　　標準貫入試験　　３孔30回
　　　　　簡易貫入試験　　12箇所24ｍ
　　　　　解析等調査　　　１式
 
※契約確定の翌日から令和　２年１０月３０日まで
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00289 件名

内部発注番号 640
東京都知事選挙投票受付事務等労働者派遣委

託
入札見積締切日時 2020年5月25日 17時00分

開札日時 2020年5月26日 11時31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１ 190 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 株式会社ヒューマントラスト 営業本部

所在地 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

落札金額 2,999,940円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヒューマントラスト 営業本部 2,999,940円 落札

2 株式会社ムサシ 東京第一支店

辞退

3 テイケイトレード株式会社

辞退

4 ランスタッド株式会社

辞退

5 株式会社アヴァンティスタッフ

不参

6 株式会社綜合キャリアオプション

不参

備考 【概要】
期日前投票受付事務等業務
４名（８名）×延べ11日間　※ただし管理者１名、従事者３名とする。
５名（10名）×延べ５日間　※ただし管理者１名、従事者４名とする。
当日投票受付事務等業務
各投票所に従事者３名（投票所11箇所、従事者延べ33名）
 
※契約確定の翌日から令和２年　７月　５日まで
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00286 件名

内部発注番号 677
公共下水道蓋高調整工事R２その２入札見積締切日時 2020年5月25日 17時00分

開札日時 2020年5月26日 9時36分

予定価格 3,377,000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 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 成友興業株式会社 福生営業所

所在地 東京都福生市福生699番地3

落札金額 3,050,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 成友興業株式会社 福生営業所 3,050,000円 落札

2 株式会社興栄 3,070,000円

3 株式会社島田組 福生営業所

辞退

4 東山建設株式会社

辞退

5 株式会社第一建設

辞退

6 有限会社村尾造園土木

辞退

備考 【概要】
汚水人孔蓋復旧　７箇所
雨水人孔蓋復旧　２箇所
 
※契約確定の翌日から令和　２年　７月２４日まで
※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 2020-00284 件名

内部発注番号 796
消防団詰所（第二分団）空調設備改良工事入札見積締切日時 2020年5月25日 17時00分

開札日時 2020年5月26日 9時33分

予定価格 1,520,200円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川710番地９

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 1,338,000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 1,338,000円 落札

2 有限会社モリヤ電気 1,355,000円

3 純電工株式会社 1,364,000円

4 宮崎電気株式会社 1,365,000円

5 株式会社細谷電機 1,370,000円

備考 【概要】
空調機取替１セット
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定の翌日から令和　２年　７月１７日まで
※入札価格は税抜きです。


