
予定価格

落札金額

2,332,640

5,624,000

1,650,000

450,000

1,722,000

1,600,000

300,000

650,000

※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 中央体育館植木剪定委託 ㈲英造園 5 1

5 福東会館高圧引込設備更新工事 宮崎電気㈱ 5 1 事前公表案件

6 調査用品配送委託 佐川急便㈱ 5 1

3
各小中学校建築設備定期検査報告書
作成委託

㈱京和建築事務所 5 1

4 調査区要図等作成システム借上 ㈱両備システムズ 5 1

令和２年６月23日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 各小・中学校ガラス清掃委託 ㈱ケイ・エス 6 1

2 災害対策用品購入 ㈱消防弘済会 6 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00314 件名

内部発注番号 1123
各小・中学校ガラス清掃委託入札見積締切日時 2020年6月22日 17時00分

開札日時 2020年6月23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 東京都福生市大字福生1055番地外９箇所

営業種目１ 103 建物清掃 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 株式会社ケイ・エス

所在地 東京都立川市柏町二丁目５０番地の４

落札金額 2,332,640円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ケイ・エス 2,332,640円 落札

2 有限会社エムアイティ 2,735,000円

3 株式会社マルデンコーポレーション 西多摩支店 2,780,000円

4 株式会社東京サービス 2,790,000円

5 株式会社エイト 西多摩支店 2,800,000円

6 株式会社アコス 羽村支店 2,820,000円

備考 【概要】
各小・中学校ガラス清掃委託
　建物外側サッシの内外ガラス面を清掃する。
　清掃面積29,158㎡
 
※契約確定の翌日から令和２年　９月１８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 2020-00311 件名

内部発注番号 988
災害対策用品購入入札見積締切日時 2020年6月22日 17時00分

開札日時 2020年6月23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 東京都福生市福生1055番地外17か所

営業種目１ 026 警察・消防・防災用品 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 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 5,624,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 5,624,000円 落札

2 船山株式会社 東京本店 5,920,000円

3 星野総合商事株式会社 東京営業所 6,068,000円

4 加賀屋産業株式会社 東京西営業所 6,475,000円

5 セリア株式会社 6,660,000円

6 桜ホース株式会社

不参

備考 【概要】
エアマット（50枚入り）74箱
 
※令和02年08月31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 2020-00316 件名

内部発注番号 1179
各小中学校建築設備定期検査報告書作成委託入札見積締切日時 2020年6月22日 17時00分

開札日時 2020年6月23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

業種 1100 建築設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社京和建築事務所

所在地 東京都福生市本町２３番地２号

落札金額 1,650,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社京和建築事務所 1,650,000円 落札

2 株式会社構研設計事務所 1,680,000円

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,760,000円

4 株式会社オリエントサービス 1,830,000円

5 モリタ構造設計室

辞退

備考 【概要】
建築設備定期検査報告書作成　10校分
 
※契約確定の翌日から令和　２年　９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 2020-00312 件名

内部発注番号 1151
調査区要図等作成システム借上入札見積締切日時 2020年6月22日 17時00分

開札日時 2020年6月23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

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 株式会社両備システムズ

所在地 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号

落札金額 450,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社両備システムズ 450,000円 落札

2 ＡＳロカス株式会社 1,100,000円

3 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

4 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

5 日通商事株式会社 東京支店

不参

備考 【概要】
令和２年国勢調査において、調査区要図等の作成についてシステムの借上を行う。
 
※令和02年07月15日から令和02年12月31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 2020-00318 件名

内部発注番号 1182
福東会館高圧引込設備更新工事入札見積締切日時 2020年6月22日 17時00分

開札日時 2020年6月23日 9時22分

予定価格 1,894,200円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川1662番地７

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 宮崎電気株式会社

所在地 東京都福生市大字熊川１０６８番地

落札金額 1,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 宮崎電気株式会社 1,600,000円 落札

2 株式会社細谷電機 1,640,000円

3 ホーエイ電設株式会社 1,665,000円

4 有限会社モリヤ電気 1,680,000円

5 有限会社アクティブ電設 1,690,000円

備考 【概要】
PAS撤去新設　一式
電圧計・電流計　交換　各６個
 
※契約確定の翌日から令和　２年　８月１４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 2020-00315 件名

内部発注番号 1150
調査用品配送委託入札見積締切日時 2020年6月22日 17時00分

開札日時 2020年6月23日 9時50分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内外

営業種目１ 114 運搬請負 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 佐川急便株式会社

所在地 京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地

落札金額 300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 佐川急便株式会社 300,000円 落札

2 西多摩運送株式会社 823,000円

3 新日本物流株式会社 国立営業所

辞退

4 北多摩運送株式会社

辞退

5 株式会社ロジスポ

辞退

備考 【概要】
令和２年国勢調査において、調査用品を市役所から各調査員へ配送を行う。
 
※契約確定の翌日から令和２年　９月　８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 2020-00313 件名

内部発注番号 1026
中央体育館植木剪定委託入札見積締切日時 2020年6月22日 17時00分

開札日時 2020年6月23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 東京都福生市北田園二丁目９番地１

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 650,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社英造園 650,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 800,000円

3 立山産業株式会社 820,000円

4 有限会社みやび 福生支店 870,000円

5 株式会社アンテック・オペレーション・システム 1,932,150円

備考 【概要】
中央体育館敷地内の高木・中木の剪定を委託して行うもの。
 
※契約確定の翌日から令和３年　２月２８日まで
※入札価格は税抜きです。


