
予定価格

落札金額

16,615,012

708,000

4,400,000

1,492,000

4,120,000

3,960,000

1,039,360

1,850,000

722,700

1,869,000

1,820,000

1,842,000

1,786,000

1,772,000

1,599,000

800,000

410,000

令和２年11月19日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数
入札
回数

備　考

1 指定収集袋製造等委託（単価契約） のむら産業㈱本社 7 1

2 茶室防犯カメラ借上 セコム㈱ 5 1

3 各小・中学校植木剪定委託 ㈲英造園 6 1

事前公表案件

4
避難所感染症予防対策物品等（福祉
避難所用）購入

㈱消防弘済会 5 1

5 景観重要資源防護柵設置工事 ㈲村尾造園土木 6 1

6
避難所感染症予防対策物品（ＰＶＣ
手袋）購入

㈱小平ケミカル 5 1

7 令和２年度道路台帳調書補正委託 ㈱ヤチホ多摩支店 6 1

事前公表案件

8
福生二中　机購入（補助金・環境整
備・備品）

㈱タマ教育用品 5 1

9
福生第二中学校３・４階エキスパン
ションジョイント改修工事

㈱山口建興 5 1

事前公表案件

10
福生第二小学校体育館出入口スロー
プ設置工事

㈱水井装備 5 1 事前公表案件

11 市道第27号線路肩部カラー舗装工事 ㈲麻生マーク 5 1

不調

12 各小・中学校屋上清掃委託 ㈱リバイバル 5 1

13 各小・中学校防犯カメラ保守委託 4 3

※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。

14 各小・中学校放送設備保守委託 大和通信機㈱ 4 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00565 件名

内部発注番号 4724
指定収集袋製造等委託（単価契約）入札見積締切日時 2020年11月18日 17時00分

開札日時 2020年11月19日 13時36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  

営業種目２ 005 荒物雑貨 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目３ 090 その他の物品 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 のむら産業株式会社 本社

所在地 東京都東久留米市前沢五丁目３２番２３号

落札金額 16,615,012円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 のむら産業株式会社 本社 16,615,012円 落札

2 井上ビニール株式会社 17,475,625円

3 三幸商事株式会社 23,487,012円

4 南空知リサイクルパーク株式会社 東京営業所 24,242,560円

5 株式会社たまエンドレス 25,482,650円

6 大倉工業株式会社 東京支店 26,976,600円

7 株式会社Ｇ－Ｐｌａｃｅ 東京支社

辞退

備考 【概要】
指定収集袋製造・配送・在庫管理一式
指定収集袋による一般廃棄物収集に対応するため、指定収集袋を製造し、在庫管理を行いながら取扱店へ配送し、納品した数量
・在庫数を管理するまでの業務を行う。
指定収集袋は燃やせるごみ用（水色）・燃やせないごみ用（黄色）の二種類あり、大きさがミニ・小・中・大の四種類ある。
 
※契約確定の翌日から令和　４年　３月３１日まで
※推定総額にて入札を行った。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00545 件名

内部発注番号 4890
茶室防犯カメラ借上入札見積締切日時 2020年11月18日 17時00分

開札日時 2020年11月19日 10時57分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川854番地３

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 セコム株式会社

所在地 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号

落札金額 708,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 708,000円 落札

2 セントラル警備保障株式会社 1,368,000円

3 綜合警備保障株式会社 南多摩支社 1,557,000円

4 株式会社日立ビルシステム 首都圏支社

辞退

5 株式会社セノン 東京システム支社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
　防犯ライト付きカメラ　４台（屋外建物壁面等）
　モニター　１台（管理人室内）
　記録装置　１台（管理人室内）
 
※令和03年01月01日から令和07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 2020-00552 件名

内部発注番号 4872
各小・中学校植木剪定委託入札見積締切日時 2020年11月18日 17時00分

開札日時 2020年11月19日 9時12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１ 110 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 4,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社英造園 4,400,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 4,960,000円

3 株式会社福樹園 5,100,000円

4 有限会社福生造園 5,120,000円

5 立山産業株式会社 5,150,000円

6 株式会社丸松 5,350,000円

備考 【概要】
市内小・中学校10校
　植木剪定工　　　一式
　既剪定枝廃棄工　一式
 
※契約確定の翌日から令和３年２月２６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 2020-00546 件名

内部発注番号 5228
避難所感染症予防対策物品等（福祉避難所用

）購入
入札見積締切日時 2020年11月18日 17時00分

開札日時 2020年11月19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 東京都福生市熊川1600番地２外７箇所

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 1,492,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 1,492,000円 落札

2 株式会社きしの防災 1,552,000円

3 株式会社カナメ商事 1,560,000円

4 株式会社オガワ防災 1,560,000円

5 株式会社河本総合防災 東京支社

不参

備考 【概要】
段ボールベッド　40台
簡易間仕切り　40式
 
※令和03年03月26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 2020-00556 件名

内部発注番号 4784
景観重要資源防護柵設置工事入札見積締切日時 2020年11月18日 17時00分

開札日時 2020年11月19日 9時22分

予定価格 4,532,000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 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 3,960,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 3,960,000円 落札

2 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

3 有限会社麻生マーク

辞退

4 株式会社塩田組

辞退

5 東山建設株式会社

辞退

6 株式会社第一建設

不参

備考 【概要】
防護柵設置工　　多摩産材使用防護柵（アーバンウッドレール）H=0.8m　L=52m
既存金網柵撤去・処分1式
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定の翌日から令和３年　２月２５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 2020-00547 件名

内部発注番号 4157
避難所感染症予防対策物品（ＰＶＣ手袋）購入入札見積締切日時 2020年11月18日 17時00分

開札日時 2020年11月19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1290番地（旧学校第二給食センター倉庫）

営業種目１ 020 医薬品・衛生材料・介護用品 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 007 繊維・ゴム・皮革製品 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目３ 005 荒物雑貨 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 株式会社小平ケミカル

所在地 東京都東大和市向原１丁目５番１１号

落札金額 1,039,360円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社小平ケミカル 1,039,360円 落札

2 太陽薬品産業株式会社 1,120,000円

3 株式会社ホッタ晴信堂薬局

辞退

4 ミドリ安全株式会社 立川支店

辞退

5 多摩イシバシ株式会社

不参

備考 【概要】
避難所感染症予防対策物品の購入
ＰＶＣ手袋　100枚入り　1,120箱
 
※令和02年12月25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 2020-00555 件名

内部発注番号 4820
令和２年度道路台帳調書補正委託入札見積締切日時 2020年11月18日 17時00分

開札日時 2020年11月19日 11時52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

業種 1400 測量

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社ヤチホ 多摩支店

所在地 東京都東久留米市八幡町一丁目３番３３号

落札金額 1,850,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヤチホ 多摩支店 1,850,000円 落札

2 株式会社パスコ 東京支店 2,800,000円

3 株式会社ウエスコ 東京営業所 5,500,000円

4 第一航業株式会社 西東京支店 5,500,000円

5 国際航業株式会社 多摩営業所 8,800,000円

6 株式会社八州 東京支社

辞退

備考 【概要】
道路台帳の記載事項に変更が生じたため、道路法施行規則第４条の２第５項の規定により、
補正委託を行うもの。
道路新設による補正　1.44㎞
道路改良による補正　1.77㎞
 
※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 2020-00564 件名

内部発注番号 5355
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11月18日 17時00分

開札日時 2020年11月19日 10時13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 株式会社タマ教育用品

所在地 東京都国分寺市東元町１丁目２１番地３７号

落札金額 722,700円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社タマ教育用品 722,700円 落札

2 市川商会 817,740円

3 有限会社いそざき 1,023,000円

4 株式会社柾木上川 1,584,000円

5 秋川教材

辞退

備考 【概要】
机　　２号　　　33台
 
※令和03年02月26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 2020-00557 件名

内部発注番号 4833
福生第二中学校３・４階エキスパンションジョイント改

修工事
入札見積締切日時 2020年11月18日 17時00分

開札日時 2020年11月19日 9時43分

予定価格 2,055,900円

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

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 株式会社山口建興

所在地 東京都小平市小川町一丁目４６２番地の３

落札金額 1,820,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社山口建興 1,820,000円 落札

2 井戸鉄建株式会社

辞退

3 株式会社渡辺工務店

辞退

4 株式会社島田組 福生営業所

辞退

5 株式会社モリタ

辞退

備考 【概要】
エキスパンションジョイント改修　一式
 
※予定価格事前公表案
※契約確定の翌日から令和３年　２月２６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 2020-00558 件名

内部発注番号 5121
福生第二小学校体育館出入口スロープ設置工事入札見積締切日時 2020年11月18日 17時00分

開札日時 2020年11月19日 9時54分

予定価格 2,026,200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 1,786,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社水井装備 1,786,000円 落札

2 株式会社山崎工務店 1,800,000円

3 株式会社塩田組

辞退

4 株式会社渡辺工務店

辞退

5 株式会社イクプランニング

不参

備考 【概要】
再生砕石地業3.67立方メートル　　コンクリート打設3.73立方メートル　　すべり止め塗装24平方メートル　　手摺設置9.53メートル
 
※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 2020-00559 件名

内部発注番号 5230
市道第27号線路肩部カラー舗装工事入札見積締切日時 2020年11月18日 17時00分

開札日時 2020年11月19日 10時04分

予定価格 1,949,200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 7500 道路標示塗装

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社麻生マーク

所在地 東京都福生市熊川５２３番地

落札金額 1,599,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社麻生マーク 1,599,000円 落札

2 多摩ライン株式会社 1,620,000円

3 株式会社ミズホライン 1,660,000円

4 三協ライン株式会社 1,734,000円

5 株式会社柿沼土建 1,760,000円

備考 【概要】
カラー舗装工　179.1㎡
区画線設置工　幅15cm白実線　  Ｌ＝ 41.5m
　　　　　　　幅30cm白実線　  Ｌ＝  5.4m
　　　　　　　矢印記号文字白  Ｌ＝102.5m
　　　　　　　矢印記号文字黄　Ｌ＝ 37.1m
 
※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 2020-00554 件名

内部発注番号 4915
各小・中学校屋上清掃委託入札見積締切日時 2020年11月18日 17時00分

開札日時 2020年11月19日 10時31分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1055番地外９箇所

業種 3900 防水

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社リバイバル

所在地 東京都福生市熊川２０１番地５

落札金額 800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社リバイバル 800,000円 落札

2 有限会社昭和防水工事 1,200,000円

3 有限会社海野塗装工業 1,300,000円

4 株式会社平田建装

辞退

5 有限会社秋元

辞退

備考 【概要】
屋上清掃
小学校７校
中学校３校
 
※契約確定の翌日から令和３年１月２６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 2020-00553 件名

内部発注番号 4815
各小・中学校防犯カメラ保守委託入札見積締切日時 2020年11月18日 17時00分

開札日時 2020年11月19日 15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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 有限会社日福電設 660,000円 646,000円

辞退

2 宮崎電気株式会社 680,000円

辞退 ＊＊

3 有限会社アクティブ電設 667,000円

不参 ＊＊

4 有限会社モリヤ電気 649,000円 638,000円

不参

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。
※打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00551 件名

内部発注番号 4880
各小・中学校放送設備保守委託入札見積締切日時 2020年11月18日 17時00分

開札日時 2020年11月19日 10時26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か所

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 有限会社視聴覚システム 510,000円

3 有限会社トーワメンテナンス 650,000円

4 株式会社新分電気商会

辞退

備考 【概要】
放送設備機器の点検　一式
 
※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。


