
予定価格

落札金額

7,866,240

2,250,000

2,342,000

2,220,000

1,628,000

1,550,000

610,000

令和２年12月10日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数
入札
回数

備　考

1 災害備蓄庫配備食糧購入 船山㈱東京本店 6

事前公表案件

2
公共下水道管渠清掃委託（駅前等清
掃）

㈱スイーピングサービス 5

3 福生第二中学校PAS取替等工事 ㈲アクティブ電設 5

※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。

4 加美上水公園樹木伐採工事 興國緑化㈱ 5 事前公表案件

5 各小・中学校防犯カメラ保守委託 大和通信機㈱ 4



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00580 件名

内部発注番号 5293
災害備蓄庫配備食糧購入入札見積締切日時 2020年12月9日 17時00分

開札日時 2020年12月10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 東京都福生市福生2303番地７外

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 7,866,240円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 船山株式会社 東京本店 7,866,240円 落札

2 株式会社渡辺武商店 7,958,784円

3 株式会社きしの防災 8,097,600円

4 株式会社消防弘済会 8,190,144円

5 株式会社カナメ商事 8,328,960円

6 株式会社東新商会

辞退

備考 【概要】
災害備蓄庫配備食糧の購入
サバイバルフーズ5,400食、ライスクッキー2,880食、アルファ化米（炊き出しセット）2,000食、アルファ化米（袋入り個食）2,000食、アルファ
化米白がゆ1,000食、缶入りパン4,800缶、薄焼きビスケット2,880食、防災用クラッカー4,200食、飲料水（500ml）1,200本
 
※令和03年03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 2020-00582 件名

内部発注番号 5585
公共下水道管渠清掃委託（駅前等清掃）入札見積締切日時 2020年12月9日 17時00分

開札日時 2020年12月10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 東京都福生市福生駅・牛浜駅・東福生駅等周辺

営業種目１ 113 管渠清掃 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 株式会社スイーピングサービス

所在地 東京都あきる野市瀬戸岡３６０番地１

落札金額 2,250,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社スイーピングサービス 2,250,000円 落札

2 株式会社三凌商事 2,390,000円

3 株式会社旭商会 2,400,000円

4 株式会社タカヤマ 東京支店 2,430,000円

5 株式会社加藤商事 西多摩支店 2,500,000円

備考 【概要】
高圧洗浄車運転工　3,881.84メートル
給水車運転工　　　　　　５日
揚泥車運転工　　　　　　５日
土砂処分工　　　　　　　８立方メートル
 
※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 2020-00585 件名

内部発注番号 5783
福生第二中学校PAS取替等工事入札見積締切日時 2020年12月9日 17時00分

開札日時 2020年12月10日 9時15分

予定価格 2,576,200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 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 2,220,000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 2,220,000円 落札

2 株式会社細谷電機 2,253,000円

3 有限会社日福電設 2,276,000円

4 ホーエイ電設株式会社 2,300,000円

5 純電工株式会社

不参

備考 【概要】
PAS（気中負荷開閉器）取替　１台
高圧ケーブル交換　25ｍ
接地極設置　50か所
 
※予定価格事前公表案件
※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。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00584 件名

内部発注番号 5733
加美上水公園樹木伐採工事入札見積締切日時 2020年12月9日 17時00分

開札日時 2020年12月10日 9時21分

予定価格 1,790,800円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1763番地５

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 興國緑化株式会社

所在地 東京都福生市北田園二丁目２５番地４号

落札金額 1,550,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 1,550,000円 落札

2 立山産業株式会社 1,570,000円

3 有限会社福生造園 1,600,000円

4 有限会社村尾造園土木 1,620,000円

5 株式会社福樹園

無効

備考 【概要】
枯損木処理工
吊切り　Ｃ=120cm～149cm ２本
吊切り　Ｃ=150cm～199cm ３本
 
※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 2020-00583 件名

内部発注番号 6085
各小・中学校防犯カメラ保守委託入札見積締切日時 2020年12月9日 17時00分

開札日時 2020年12月10日 9時28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 610,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 大和通信機株式会社 610,000円 落札

2 東京通信電設株式会社 780,000円

3 株式会社セキュリティハウス西東京

辞退

4 株式会社藤野設備

不参

備考 【概要】
防犯カメラ設備（カメラ・録画機器）点検　　10校
報告書作成　　　　　　　　　　　　　　　　一式
 
※契約確定の翌日から令和３年３月４日まで
※入札価格は税抜きです。


