
予定価格

落札金額

4,173,000

4,100,000

884,000

2,600,000

2,237,000

2,020,000

1,915,000

1,590,000

1,680,000

876,800

※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
消費者啓発グッズ制作事業委託　そ
の３

三幸商事㈱ 5 1

事前公表案件
不調

5 文化の森緑地整備工事 立山産業㈱ 5 1 事前公表案件

6 市道第1189号線改良工事 5 1

事前公表案件

3 公共下水道管渠調査委託R２その１ 内外サービス㈱ 5 1

4 維持管理補修工事Ｒ２その４ 成友興業㈱福生営業所 5 1

1
せせらぎ遊歩道公園樹木剪定及び伐
採工事

㈲村尾造園土木 6 1 事前公表案件

2
ライセンス購入（ＩＴ資産管理ソフ
トウェア）

リコージャパン㈱販売事業本部
西東京支社　西東京ＬＡ営業部

5 1

令和３年1月19日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数
入札
回数

備　考



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00612 件名

内部発注番号 6095
せせらぎ遊歩道公園樹木剪定及び伐採工事入札見積締切日時 2021年1月18日 17時00分

開札日時 2021年1月19日 9時01分

予定価格 4,590,300円

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 2700 造園

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 4,100,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 4,100,000円 落札

2 有限会社英造園 4,123,000円

3 有限会社福生造園 4,140,000円

4 株式会社丸松 4,150,000円

5 株式会社福樹園 4,155,000円

6 株式会社共進造園 4,170,000円

備考 【概要】
樹木剪定工　一式
　C=60～89cm　　１本、C=90～119cm　３本、C=150～179cm　４本
　C=180～209cm　４本、C=210～239cm　３本
樹木伐採工　一式
　C=60＝89cm　１本、C=90～119cm　３本、
　C=120～149cm　１本、C=150～199cm　１本
 
※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１２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 2020-00611 件名

内部発注番号 6393
ライセンス購入（ＩＴ資産管理ソフトウェア）入札見積締切日時 2021年1月18日 17時00分

開札日時 2021年1月19日 9時34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１ 002 事務機器・情報処理用機器 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 121 情報処理業務 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 リコージャパン株式会社 販売事業本部　西東京支社　西東京ＬＡ営業部

所在地 東京都立川市曙町二丁目２２番２０号

落札金額 884,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 リコージャパン株式会社 販売事業本部　西東京
支社　西東京ＬＡ営業部

884,000円 落札

2 株式会社アイネス 首都圏営業第一部 1,237,000円

3 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 地域ビジネス本部南関
東支社多摩支店 辞退

4 日興通信株式会社

辞退

5 株式会社内田洋行 営業統括グループ

不参

備考 【概要】
ライセンス更新　702ライセンス
 
※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 2020-00613 件名

内部発注番号 6509
公共下水道管渠調査委託R２その１入札見積締切日時 2021年1月18日 17時00分

開札日時 2021年1月19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 東京都福生市内

営業種目１ 127 下水道管路内ＴＶカメラ調査業
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 内外サービス株式会社

所在地 東京都調布市富士見町二丁目２１番地１６

落札金額 2,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 内外サービス株式会社 2,600,000円 落札

2 三喜技研工業株式会社 2,640,000円

3 株式会社環境システムサービス 2,690,000円

4 株式会社スイーピングサービス 2,700,000円

5 株式会社創成

不参

備考 【概要】
本管TV調査　　825.0m
取付管TV調査　　51箇所
報告書作成　　　　一式
 
※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 2020-00614 件名

内部発注番号 6482
維持管理補修工事Ｒ２その４入札見積締切日時 2021年1月18日 17時00分

開札日時 2021年1月19日 9時18分

予定価格 2,460,700円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1594番地付近

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 2,020,000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 2,020,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木

辞退

3 東山建設株式会社

辞退

4 株式会社塩田組

辞退

5 株式会社森田工業所

不参

備考 【概要】
汚水人孔蓋交換　５箇所
 
※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 2020-00615 件名

内部発注番号 6136
文化の森緑地整備工事入札見積締切日時 2021年1月18日 17時00分

開札日時 2021年1月19日 9時21分

予定価格 2,106,500円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川850番地１先

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 立山産業株式会社

所在地 東京都福生市福生９７３

落札金額 1,590,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 立山産業株式会社 1,590,000円 落札

2 株式会社丸松 1,830,000円

3 株式会社共進造園 1,878,500円

4 興國緑化株式会社 1,900,000円

5 株式会社福樹園 1,910,000円

備考 【概要】
樹木伐採工　Ｃ＝90～119cm　 ２本
　　　　　　Ｃ＝120～149cm　４本
　　　　　　Ｃ＝150～199cm　２本
 
※契約確定の翌日から令和３年　３月１６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 2020-00616 件名

内部発注番号 6466
市道第1189号線改良工事入札見積締切日時 2021年1月18日 17時00分

開札日時 2021年1月19日 9時28分

予定価格 1,848,000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 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木

辞退

2 東山建設株式会社

辞退

3 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

4 株式会社島田組 福生営業所

辞退

5 株式会社塩田組

辞退

備考 【概要】
取付管敷設工　２箇所、Ｌ形側溝設置工　31.5m、Ｌ形集水桝設置工　２箇所、境石工　4.6m、アスファルト舗装　53㎡、インターロ
ッキング設置工　0.5㎡
 
※予定価格事前公表案件
※打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00617 件名

内部発注番号 6769
消費者啓発グッズ制作事業委託　その３入札見積締切日時 2021年1月18日 17時00分

開札日時 2021年1月19日 10時54分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町18番地

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２ 090 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 三幸商事株式会社

所在地 東京都八王子市中野上町二丁目２９番２５号

落札金額 876,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 三幸商事株式会社 876,800円 落札

2 株式会社コーエー 東京支店 896,000円

3 株式会社イトダネーム 東京支店 1,011,200円

4 株式会社キョウエイアドインターナショナル 本社 1,425,600円

5 株式会社ＪＴＢ 1,461,900円

備考 【概要】
消費生活問題の啓発のため、市内に広く配布することを目的としたグッズを制作する
 
※契約確定の翌日から令和３年３月１０日まで
※入札価格は税抜きです。


