
予定価格

落札金額

21,932,000

21,690,000

2,500,000

21,749,000

19,670,000

1,680,000

19,982,000

18,800,000

1,400,000

18,546,000

17,400,000

1,340,000

15,895,000

15,600,000

1,361,600

5,205,000

5,200,000

1,950,000

1,825,000

1,750,000

1,683,000

1,400,000

350,000

※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。

16
保健センター冷暖房空調設備保守委
託

㈲エムアイティ 4 1

事前公表案件

13
市道加美平16号線舗装補修工事実施
設計委託

㈱アース設計コンサルタント 6 1

14 市道第196号線外１側溝設置工事 ㈱塩田組 5 1

事前公表案件15 市営住宅解体除却工事 ㈱アイ・エス・ディー 5

不調

11 市道第1073号線改良工事 成友興業㈱福生営業所 6 1 事前公表案件

12
福生二中　机購入（補助金・環境整
備・備品）

5 1

9 宮本橋補修工事 成友興業㈱福生営業所 7 1 事前公表案件

10
避難所感染症予防対策物品（防護
服）購入

太陽薬品産業㈱ 5 1

税込

7
福生第三中学校ランチルーム厨房設
備等撤去工事

豊友建設㈱ 7 1 事前公表案件

8
公用車購入（ワンボックス型軽自動
車）

中西モータース 5 1

7 1 事前公表案件

4 地図情報管理システム用機器借上 ㈱ＪＥＣＣ 5 1

5
市道第1047号線外１舗装補修工事
（第二工区）

成友興業㈱福生営業所 7 1 事前公表案件

6
避難所感染症予防対策物品（カラー
マット）購入

船山㈱東京本店 5 1

1

令和２年10月22日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数
入札
回数

備　考

1 ほたる公園改良工事 ㈲村尾造園土木 7 1 事前公表案件

2 庭木剪定等管理委託 ㈱共進造園 6 1

3
福生南部第１処理分区・中央排水区
Ｒ２その１工事（志茂立体関連事
業）

㈱田村工務店



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00517 件名

内部発注番号 4200
ほたる公園改良工事入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 9時01分

予定価格 24,125,200円

調査基準価格 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 21,690,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 21,690,000円 落札

2 株式会社塩田組 21,710,000円

3 立山産業株式会社 21,850,000円

4 株式会社共進造園 21,900,000円

5 株式会社第一建設

辞退

6 株式会社島田組 福生営業所

辞退

7 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

備考 【概要】
木柵・車止め撤去新設工　一式
木道撤去新設工　一式
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　19,257,000円（税抜）
※契約確定の翌日から令和　３年　３月１５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 2020-00504 件名

内部発注番号 4418
庭木剪定等管理委託入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 9時29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1158番地

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 株式会社共進造園

所在地 東京都福生市南田園三丁目１６番地１２号

落札金額 2,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社共進造園 2,500,000円 落札

2 立山産業株式会社 2,800,000円

3 興國緑化株式会社 2,850,000円

4 株式会社福樹園 2,850,000円

5 株式会社丸松 2,850,000円

6 有限会社英造園 2,880,000円

備考 【概要】
旧ヤマジュウ田村家住宅における、次の業務の委託を行う。
１　高木及び中木の剪定　２生垣の剪定　３下草刈り　４落ち葉掃き
 
※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。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00520 件名

内部発注番号 4322
福生南部第１処理分区・中央排水区Ｒ２その１工事

（志茂立体関連事業）
入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 9時12分

予定価格 23,923,900円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市志茂地内

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 株式会社田村工務店

所在地 東京都羽村市緑ヶ丘五丁目１番地３

落札金額 19,670,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社田村工務店 19,670,000円 落札

2 東山建設株式会社

辞退

3 土屋建設株式会社

辞退

4 株式会社濱中技建

辞退

5 鈴木土建株式会社

辞退

6 株式会社第一建設

辞退

7 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

備考 【概要】
雨水管渠新設　Ｌ=140.90m
汚水管渠新設　Ｌ=139.90m
付帯工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　19,044,000円（税抜）
※契約確定の翌日から令和　３年　２月１９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 2020-00513 件名

内部発注番号 4357
地図情報管理システム用機器借上入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 9時17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ＪＥＣＣ

所在地 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

落札金額 1,680,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ 1,680,000円 落札

2 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

3 日立キャピタル株式会社

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 富士通リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
令和２年12月１日から更新される地図情報管理システムを利用するにあたり、必要諸元を満たせるよう機器の更新を図り運用するも
の。
デスクトップパソコン　４台
プリンター　１台
 
※令和02年12月01日から令和07年11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 2020-00519 件名

内部発注番号 4319
市道第1047号線外１舗装補修工事（第二工区）入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 9時21分

予定価格 21,980,200円

調査基準価格 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 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 18,800,000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 18,800,000円 落札

2 株式会社第一建設 19,500,000円

3 有限会社村尾造園土木 19,900,000円

4 株式会社塩田組

辞退

5 有限会社麻生マーク

辞退

6 株式会社島田組 福生営業所

辞退

7 株式会社岡野組

辞退

備考 【概要】
舗装補修工事を行う
工事延長　L=293.9m
幅員　　　7.2m
アスファルト舗装工　1449㎡
安全施設工　一式
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　17,546,000円（税抜）
※契約確定の翌日から令和　３年　２月１９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 2020-00506 件名

内部発注番号 4143
避難所感染症予防対策物品（カラーマット）購入入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 15時02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1290番地（旧学校第二給食センター倉庫）

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 船山株式会社 東京本店

所在地 東京都中央区月島二丁目２０番１５号

落札金額 1,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 船山株式会社 東京本店 1,400,000円 落札

2 株式会社消防弘済会 1,504,000円

3 株式会社ミナカミ 1,600,000円

4 株式会社オガワ防災 1,600,000円

5 株式会社多摩綜合防災

無効

備考 【概要】
避難所感染症予防対策物品の購入
カラーマット　80セット
 
※令和02年11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 2020-00518 件名

内部発注番号 4513
福生第三中学校ランチルーム厨房設備等撤去工事入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 9時31分

予定価格 20,400,600円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園三丁目１番地１

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 豊友建設株式会社

所在地 東京都羽村市緑ヶ丘五丁目２番地３

落札金額 17,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 豊友建設株式会社 17,400,000円 落札

2 株式会社島田組 福生営業所 17,800,000円

3 井戸鉄建株式会社 17,980,000円

4 株式会社塩田組

辞退

5 株式会社モリタ

辞退

6 株式会社渡辺工務店

辞退

7 株式会社山武コーポレーション

辞退

備考 【概要】
厨房設備撤去　　　　　　一式
倉庫及び会議室への改修　一式
上記に伴う設備工事　　　一式　
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　16,720,000円（税抜）
※契約確定の翌日から令和　３年　３月１９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 2020-00507 件名

内部発注番号 4490
公用車購入（ワンボックス型軽自動車）入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 9時43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１ 010 自動車・自転車 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 中西モータース

所在地 東京都福生市東町１３番地１２

落札金額 1,340,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 中西モータース 1,340,000円 落札

2 株式会社交運社

辞退

3 マルダイオート株式会社

辞退

4 有限会社山崎モータース

不参

5 有限会社村野モータース

不参

備考 【概要】
ワンボックス型軽自動車　１台
 
※令和03年02月26日まで
※入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00521 件名

内部発注番号 4229
宮本橋補修工事入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 9時40分

予定価格 17,484,500円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生地内

業種 0200 橋りょう工事

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 15,600,000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 15,600,000円 落札

2 株式会社柿沼土建 15,880,000円

3 株式会社フジワラ技建

辞退

4 土屋建設株式会社

辞退

5 株式会社塩田組

辞退

6 株式会社島田組 福生営業所

辞退

7 有限会社村尾造園土木

辞退

備考 【概要】
橋長　11.00ｍ　全幅員　6.1ｍ
断面修復工、剥落防止工、伸縮装置取替工、地覆改良工、防護柵取替工、支承塗装塗替工
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　13,740,000円（税抜）
※契約確定の翌日から令和　３年　３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 2020-00508 件名

内部発注番号 3831
避難所感染症予防対策物品（防護服）購入入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 9時48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1290番地外17か所

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 太陽薬品産業株式会社

所在地 東京都八王子市台町一丁目４番７号

落札金額 1,361,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 太陽薬品産業株式会社 1,361,600円 落札

2 株式会社メディセオ 多摩営業部

辞退

3 株式会社ノルメカエイシア

辞退

4 アルフレッサメディカルサービス株式会社

辞退

5 株式会社三和堂

辞退

備考 【概要】
防護服　920着
 
※令和02年11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 2020-00514 件名

内部発注番号 3776
市道第1073号線改良工事入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 9時50分

予定価格 5,725,500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 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 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 5,200,000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 5,200,000円 落札

2 東山建設株式会社

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 株式会社島田組 福生営業所

辞退

6 株式会社塩田組

辞退

備考 【概要】
舗装改良工事を行う
工事延長　　　　　Ｌ＝28.74ｍ
車道舗装工　　　　167㎡
Ｌ型溝工　　　　　46.6ｍ
浸透トレンチ管工　Ｌ＝19.4ｍ
集水桝工　　　    2箇所
浸透桝工　　　　　4箇所
区画線設置工　    82.5ｍ
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定の翌日から令和３年　１月２９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 2020-00515 件名

内部発注番号 3986
福生二中　机購入（補助金・環境整備・備品）入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 10時07分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平一丁目22番地１

営業種目１ 004 什器・家具 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 003 学校教材・運動用品・楽器 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 有限会社いそざき 1,023,000円

2 株式会社ヒノデン 福生支店

辞退

3 有限会社ヤマシン

辞退

4 株式会社井上商店

辞退

5 いさみや

不参

備考 【概要】
机　　２号　　　33台
 
※打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00511 件名

内部発注番号 3818
市道加美平16号線舗装補修工事実施設計委託入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 11時54分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平地内

業種 1200 土木設計

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 1,950,000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 1,950,000円 落札

2 株式会社ふくみ 2,100,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 2,100,000円

4 株式会社ファースト設計 福生営業所 2,100,000円

5 株式会社プランニングマップ 2,120,000円

6 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 2,150,000円

備考 【概要】
市道加美平16号線道路詳細設計
延長　L=377.44ｍ
幅員　6.0～8.0ｍ
道路詳細設計　一式
 
※契約確定の翌日から令和３年２月１９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 2020-00512 件名

内部発注番号 4283
市道第196号線外１側溝設置工事入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 10時20分

予定価格 2,007,500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 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 株式会社塩田組

所在地 東京都福生市福生２０３３番地

落札金額 1,750,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社塩田組 1,750,000円 落札

2 成友興業株式会社 福生営業所 1,800,000円

3 多摩ライン株式会社

辞退

4 株式会社第一建設

辞退

5 有限会社村尾造園土木

辞退

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=16.8m　As舗装新設 35㎡　取付管敷設 1箇所　LO側溝新設 L=10.3m
L型側溝新設 L=2.0m　集水桝新設 1基
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定の翌日から令和２年１２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 2020-00516 件名

内部発注番号 4258
市営住宅解体除却工事入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 10時31分

予定価格 1,851,300円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生959番地

業種 3100 解体工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社アイ・エス・ディー

所在地 東京都福生市武蔵野台二丁目１１番地９号ヴェルデビア１階

落札金額 1,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アイ・エス・ディー 1,400,000円 落札

2 有限会社横澤開発工業 1,450,000円

3 エコアクティブ株式会社 1,500,000円

4 株式会社三浦屋興業 1,650,000円

5 東京機工土木株式会社

辞退

備考 【概要】
空き家木造住宅（１棟）の解体除却工事を実施する。
・第一市営住宅169（木造平屋造　昭和31年度建設）
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定の翌日から令和２年１２月１５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 2020-00510 件名

内部発注番号 4415
保健センター冷暖房空調設備保守委託入札見積締切日時 2020年10月21日 17時00分

開札日時 2020年10月22日 11時42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１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 有限会社エムアイティ

所在地 東京都福生市南田園三丁目１８番４号

落札金額 350,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社エムアイティ 350,000円 落札

2 株式会社マルデンコーポレーション 西多摩支店 430,000円

3 八重洲工業株式会社 800,000円

4 ムサシノアロー株式会社 950,000円

備考 【概要】
冷暖房空調設備の保守及び点検
　ガスヒートポンプ屋内・屋外機点検調整、フィルター清掃
　パッケージ型エアコン屋内・屋外機点検、フィルター清掃
　全熱交換器点検、フィルター清掃、フロン排出抑制法に伴う点検業務等
 
※契約確定の翌日から令和３年　３月３１日まで
※入札価格は税抜きです。


