
予定価格

落札金額

11,000,000

6,300,000

6,000,000

4,980,000

3,600,000

3,050,800

3,000,000

395

2,222,222

188,535

2,000,000

1,820,000

1,830,000

1,300,000

1,580,000

1,450,000

1,400,000

1,420,000

1,400,000

1,150,000

1,000,000

600,000

450,000

令和３年４月21日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

7

10

市道幹線Ⅱ-５号線外５路線街路樹
剪定等委託

立山産業㈱ 6 2

道路除草等委託（単価契約） 立山産業㈱ 5 1
落札金額は、主要単
価の単純合計額

2 せせらぎ遊歩道公園管理委託 ㈲福生造園 6 1

1 多摩川中央公園管理委託 興國緑化㈱ 8 1

4 緑地清掃委託 ㈲村尾造園土木 6 1

3 芝生管理委託 ㈲福生造園 6 1

6 中福生公園管理委託 ㈱共進造園 6 1

5 福生駅東口広場植栽管理委託 ㈲村尾造園土木 6 1

9
市道幹線Ⅱ-18号線街路樹剪定等委
託

㈱共進造園 5 1

8 公園除草委託（単価契約） 立山産業㈱ 5 1
落札金額は、主要単
価の単純合計額

12 校庭芝生管理委託 ㈲英造園 5 1

11 多摩川堤防沿桜管理委託 ㈱丸松 5 1

14 公園草花植栽委託 立山産業㈱ 5 1

13 福生南公園管理委託 ㈱丸松 5 3 不調随契

16 樋管及び下の川草刈等委託 立山産業㈱ 5 1

15 福生駅西口公園植栽管理委託 ㈲福生造園 5 1

18
市道幹線Ⅱ-19号線 外４路線街路樹
剪定等委託

立山産業㈱ 5 3 不調随契

17
市道第303号線外５路線街路樹剪定
等委託

㈲英造園 5 1

※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。

22 市道田園71号線 街路樹剪定委託 ㈱福樹園 5 1

21 保健センター植木剪定委託 ㈱丸松 5 1

23 花壇管理委託 ㈲英造園 4 1

19
市道幹線Ⅱ-20号線 街路樹剪定等委
託

㈱福樹園 5 1

20 市道幹線Ⅰ-７号線 植栽管理委託 ㈱福樹園 5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00240 件名

内部発注番号 484
多摩川中央公園管理委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21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 東京都福生市北田園一丁目先

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 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 11,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 11,000,000円 落札

2 株式会社福樹園 12,580,000円

3 有限会社村尾造園土木 12,690,000円

4 株式会社丸松 12,700,000円

5 立山産業株式会社 12,700,000円

6 株式会社共進造園 12,727,273円

7 有限会社福生造園 12,800,000円

8 有限会社英造園 13,000,000円

備考 【概要】
年間委託
　芝生地管理工　一式　　水路管理工　一式
　植込地管理工　一式　　植栽工　　　一式
　はぎ園管理工　一式　　履行検査工　一式
　草地管理工　　一式
 
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00241 件名

内部発注番号 503
せせらぎ遊歩道公園管理委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 9時05分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川2355番地11

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 有限会社福生造園

所在地 東京都福生市大字熊川４９番地７

落札金額 6,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社福生造園 6,300,000円 落札

2 立山産業株式会社 6,505,000円

3 株式会社福樹園 6,530,000円

4 株式会社共進造園 6,545,455円

5 株式会社丸松 6,570,000円

6 有限会社村尾造園土木 6,590,000円

備考 【概要】
緑地清掃工　　　　草刈工　9,948㎡、除草工　3,240㎡、芝生手入　800㎡、
　　　　　　　　　緑地清掃・落葉掃き　５回
池及び流れ清掃工　ほたる公園上流部流れ清掃工　６回、せせらぎ流れ清掃工　16回
公園内樹木剪定工　高・中木手入　65本、刈込物手入　1,300㎡、竹林整理工　50本
導水管清掃工　　　ポンプ室浚渫工　３回、導水管浚渫工　３回
 
※契約確定の翌日から令和４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 2021-00242 件名

内部発注番号 497
芝生管理委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21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1185番地15外

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 有限会社福生造園

所在地 東京都福生市大字熊川４９番地７

落札金額 6,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社福生造園 6,000,000円 落札

2 立山産業株式会社 6,207,000円

3 株式会社福樹園 6,240,000円

4 有限会社村尾造園土木 6,290,000円

5 有限会社英造園 6,300,000円

6 株式会社共進造園 6,363,636円

備考 【概要】
年間委託
　芝生管理　　（福生かに坂公園外２公園）48,777㎡
　植込地管理　（福生かに坂公園外１公園） 5,010㎡
　草刈　　　　（福生かに坂公園外３公園）23,596㎡
　落葉掃き　　（武蔵野台公園外６公園）  78,560㎡
 
※契約確定日の翌日から令和04年02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 2021-00243 件名

内部発注番号 486
緑地清掃委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 11時04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2148番地１外16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 4,980,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 4,980,000円 落札

2 株式会社福樹園 5,170,000円

3 株式会社丸松 5,200,000円

4 有限会社英造園 5,270,000円

5 興國緑化株式会社 5,480,000円

6 立山産業株式会社

無効

備考 【概要】
もくせい公園外16箇所
下草刈り（園内処理）57,800㎡、下草刈り9,600㎡
落葉掃き（小運搬）7,300㎡、落葉掃き113,300㎡
 
※契約確定の翌日から令和４年　２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 2021-00244 件名

内部発注番号 478
福生駅東口広場植栽管理委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 9時20分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市東町地内

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 3,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 3,600,000円 落札

2 株式会社丸松 3,770,000円

3 株式会社福樹園 3,770,000円

4 立山産業株式会社 3,850,000円

5 興國緑化株式会社 3,880,000円

6 株式会社共進造園 4,040,404円

備考 【概要】
　高木剪定　　　　年１回
　（河津桜、トチノキ、きんもくせい、ケヤキ）
　植栽地管理　　　一　式
　（刈込物手入れ、施肥、緑地除草清掃）
　花壇管理　　　　一　式
　（花壇植付け、潅水、除草清掃等）
 
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00245 件名

内部発注番号 501
中福生公園管理委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21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443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 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 3,050,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社共進造園 3,050,800円 落札

2 立山産業株式会社 3,065,000円

3 株式会社福樹園 3,080,000円

4 有限会社福生造園 3,100,000円

5 株式会社丸松 3,110,000円

6 興國緑化株式会社 3,200,000円

備考 【概要】
芝生地管理工
除草　4,530㎡、芝生手入　3,020㎡、施肥　700㎡
植込地管理工
低木基本剪定　600株、生垣手入　33ｍ、除草　2,400㎡、草刈　640㎡、低木施肥　600株
流れ等
流れ清掃　18回、ポンプピット及び盤系統点検　4回、集草・積込・運搬　18,000㎡
 
※契約確定の翌日から令和４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 2021-00246 件名

内部発注番号 493
市道幹線Ⅱ-５号線外５路線街路樹剪定等委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 13時07分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生地内

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 立山産業株式会社

所在地 東京都福生市福生９７３

落札金額 3,000,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 立山産業株式会社 3,050,000円 3,000,000円 落札

2 株式会社丸松 3,300,000円 3,030,000円

3 株式会社共進造園 3,581,266円 3,035,000円

4 株式会社福樹園 3,230,000円 3,040,000円

5 有限会社福生造園 3,260,000円 3,045,000円

6 興國緑化株式会社 3,350,000円

辞退

備考 【概要】
中低木刈込み　　　　　　年１回
高木剪定　　　　　　　　年１回及び年２回（樹種により）
除草清掃　　　　　　　　年２回及び年３回（路線により）
イラストマップ等清掃工　年２回
 
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00247 件名

内部発注番号 489
公園除草委託（単価契約）入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 9時37分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内公園

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 立山産業株式会社

所在地 東京都福生市福生９７３

落札金額 395円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 立山産業株式会社 395円 落札

2 有限会社村尾造園土木 454円

3 株式会社共進造園 456円

4 有限会社福生造園 470円

5 興國緑化株式会社 485円

備考 【概要】
福生市内各公園について、除草の単価契約を行う。
 
※契約確定の翌日から令和４年　１月３１日まで
※入札価格は主要単価の単純合計額です。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00248 件名

内部発注番号 548
市道幹線Ⅱ-18号線街路樹剪定等委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 9時40分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園1丁目２番地先外

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 2,222,222円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社共進造園 2,222,222円 落札

2 立山産業株式会社 2,235,000円

3 有限会社福生造園 2,260,000円

4 株式会社丸松 2,280,000円

5 有限会社英造園 2,300,000円

備考 【概要】
高木剪定　　　　　　年１回
高木ヤゴ取り　　　　年１回
植ます内除草清掃　　年２回
落葉清掃　　　　　　年２回
 
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00249 件名

内部発注番号 547
道路除草等委託（単価契約）入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 9時49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１ 110 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 立山産業株式会社

所在地 東京都福生市福生９７３

落札金額 188,535円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 立山産業株式会社 188,535円 落札

2 株式会社福樹園 203,220円

3 有限会社村尾造園土木 219,600円

4 興國緑化株式会社 223,280円

5 株式会社共進造園 252,525円

備考 【概要】
良好な道路維持管理をするため、高木剪定・枯損木処理・低木刈込・除草、その他業務
 
※契約確定の翌日から令和４年　３月３１日まで
※入札価格は主要単価の単純合計額です。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00250 件名

内部発注番号 550
多摩川堤防沿桜管理委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 9時52分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園一丁目先から北田園二丁目先

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 株式会社丸松

所在地 東京都福生市志茂56番地

落札金額 2,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社丸松 2,000,000円 落札

2 立山産業株式会社 2,103,000円

3 株式会社福樹園 2,150,000円

4 有限会社村尾造園土木 2,190,000円

5 興國緑化株式会社 2,500,000円

備考 【概要】
樹木剪定工
　軽剪定80本、不要枝剪定186本
 
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00251 件名

内部発注番号 462
校庭芝生管理委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 10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６か所

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 1,820,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社英造園 1,820,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 1,990,000円

3 株式会社丸松 2,000,000円

4 有限会社福生造園 2,000,000円

5 株式会社共進造園 2,020,202円

備考 【概要】
小学校校庭に植えつけられた芝生の施肥・目土・エアレーション及び芝生点検（生育診断）
　施肥・芝生点検（生育診断）・・年８回（福生第四小学校）
　　　　　　　　　　　　　　・・年６回（その他の学校）
　目土・エアレーション・・・・・年１回（全ての学校）
　状況に応じ、土壌改良剤の散布等を行うこと。
　学校から芝生の手入れについて質問を受けたときは、適切な回答を行うこと。
 
※契約確定の翌日から令和　３年１１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 2021-00252 件名

内部発注番号 549
福生南公園管理委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 15時05分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園一丁目１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 株式会社丸松

所在地 東京都福生市志茂56番地

落札金額 1,830,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 株式会社丸松 2,100,000円 2,000,000円 1,900,000円 不調随契1,830,000円

2 株式会社共進造園 2,324,252円 2,070,000円 1,980,000円

3 立山産業株式会社 2,305,000円 2,050,000円

辞退

4 有限会社福生造園 2,400,000円 2,090,000円

辞退

5 有限会社村尾造園土木 2,390,000円

辞退 ＊＊

備考 【概要】
芝生地管理工
　芝生手入　　機械刈　　　118,440㎡（16,920㎡×７回）
　草刈　　　　機械刈　　　　8,050㎡（1,150㎡×７回）
植込地管理工
　刈込物手入　機械刈　　　　　630㎡（630㎡×１回）
　草刈　　　　機械刈　　　　2,737㎡（391㎡×７回）
履行検査工　１式
 
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00253 件名

内部発注番号 487
公園草花植栽委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 10時45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2155番地１外３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 立山産業株式会社

所在地 東京都福生市福生９７３

落札金額 1,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 立山産業株式会社 1,300,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 1,590,000円

3 有限会社福生造園 1,600,000円

4 株式会社福樹園 1,600,000円

5 興國緑化株式会社 1,750,000円

備考 【概要】
年間委託
各公園年３回植栽　第１回ニチニチソウ・第２回パンジー・第３回ノースポール植栽
東福生駅東口公園　　　22.5㎡
原ヶ谷戸東公園　　　　21.8㎡
フレンドシップパーク　 7.6㎡
福生柳山公園　　　　　40.6㎡（バラ管理含む）
 
※契約確定の翌日から令和　４年　３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 2021-00254 件名

内部発注番号 502
福生駅西口公園植栽管理委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 10時15分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生773番地13

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 有限会社福生造園

所在地 東京都福生市大字熊川４９番地７

落札金額 1,580,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社福生造園 1,580,000円 落札

2 立山産業株式会社 1,706,000円

3 株式会社福樹園 1,720,000円

4 興國緑化株式会社 1,750,000円

5 株式会社丸松 1,770,000円

備考 【概要】
中低木刈り込み　年１回(サツキ　62㎡)
樹木剪定　年１回(もくせい　１本)・樹木剪定　年１回(カンツバキ・サザンカ　11本)
緑地清掃除草　年５回（77㎡×５回＝385㎡）
花壇植栽　年４回
(ベコニヤ センパフローレンス,マリゴールド,パンジー,ノースポール/ムルチコーレ)
花壇管理・潅水　年８回(各回中間２回)
 
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00255 件名

内部発注番号 576
樋管及び下の川草刈等委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 10時23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1185番地15外

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 立山産業株式会社

所在地 東京都福生市福生９７３

落札金額 1,450,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 立山産業株式会社 1,450,000円 落札

2 有限会社福生造園 1,580,000円

3 株式会社丸松 1,600,000円

4 有限会社英造園 1,630,000円

5 興國緑化株式会社 1,680,000円

備考 【概要】
台風等に備えるために樋管等の草刈・塵芥収集、竹伐採等の維持管理を行う。
 
※契約確定の翌日から令和　４年　１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 2021-00256 件名

内部発注番号 523
市道第303号線外５路線街路樹剪定等委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 10時27分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

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 1,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社英造園 1,400,000円 落札

2 立山産業株式会社 1,455,000円

3 有限会社福生造園 1,460,000円

4 興國緑化株式会社 1,470,000円

5 有限会社村尾造園土木 1,500,000円

備考 【概要】
中低木刈り込み　　　　　  　年１回
除草清掃　　　　　　　　　　年３回
アジサイ刈込み　　　　　　　　50株
落葉清掃　　　　　　　　　　年２回
植え込み地除草　密　　　　 210.0㎡
ツツジ刈込み　　200.0㎡　　高垣根刈込み　　 38.0㎡
 
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00257 件名

内部発注番号 530
市道幹線Ⅱ-19号線 外４路線街路樹剪定等委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 16時40分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市武蔵野台１丁目地内外

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 立山産業株式会社

所在地 東京都福生市福生９７３

落札金額 1,420,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 立山産業株式会社 1,800,000円 1,700,000円 1,600,000円 協議の結果、1,420,000円で
決定

2 株式会社共進造園 2,142,535円 1,785,000円 1,690,000円

3 株式会社丸松 2,100,000円 1,780,000円

辞退

4 有限会社福生造園 2,050,000円 1,788,000円

辞退

5 有限会社英造園 2,050,000円 1,789,000円

辞退

備考 【概要】
中低木刈込み　　　　　年１回
高木剪定　　　　　　　年１回
中低木軽剪定　　　　　年１回
除草清掃　　　　　　　年２回及び年３回（路線により）
 
※契約確定の翌日から令和　４年　３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 2021-00258 件名

内部発注番号 538
市道幹線Ⅱ-20号線 街路樹剪定等委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 10時37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番地先外

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 株式会社福樹園

所在地 東京都福生市大字福生５４４番地

落札金額 1,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社福樹園 1,400,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 1,530,000円

3 有限会社福生造園 1,530,000円

4 有限会社英造園 1,560,000円

5 株式会社共進造園 1,626,364円

備考 【概要】
高木剪定　　　　　　　年１回
高木ヤゴ取り　　　　　年１回
植ます内除草清　　　　年２回
落葉清掃　　　　　　　年２回冬季（植ます及び歩道等）
 
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00259 件名

内部発注番号 542
市道幹線Ⅰ-７号線 植栽管理委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 10時42分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生地内外

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 株式会社福樹園

所在地 東京都福生市大字福生５４４番地

落札金額 1,150,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社福樹園 1,150,000円 落札

2 立山産業株式会社 1,210,000円

3 有限会社福生造園 1,240,000円

4 興國緑化株式会社 1,280,000円

5 株式会社丸松 1,300,000円

備考 高木剪定　　　　　　　年１回
ヤゴ取り　　　　　　　年１回
植ます内除草清掃　　　年４回
歩道脇除草清掃　　　　年４回
 
※契約確定の翌日から令和　４年　３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 2021-00260 件名

内部発注番号 463
保健センター植木剪定委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 10時45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１ 110 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 株式会社丸松

所在地 東京都福生市志茂56番地

落札金額 1,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社丸松 1,000,000円 落札

2 株式会社福樹園 1,110,000円

3 興國緑化株式会社 1,150,000円

4 株式会社共進造園 1,234,567円

5 株式会社マルデンコーポレーション 西多摩支店

辞退

備考 【概要】
植木の剪定、消毒及び緑地内の清掃
 
※契約確定日の翌日から令和04年02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 2021-00261 件名

内部発注番号 537
市道田園71号線 街路樹剪定委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 11時38分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園１丁目９番地先外

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 株式会社福樹園

所在地 東京都福生市大字福生５４４番地

落札金額 600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社福樹園 600,000円 落札

2 有限会社みやび 福生支店 630,000円

3 立山産業株式会社 754,000円

4 有限会社英造園 780,000円

5 興國緑化株式会社 880,000円

備考 【概要】
高木剪定　　　　　　　年１回
中・低木徒長枝剪定　　年１回
緑地除草清掃　　　　　年２回　市立第三中学校裏階段下の石垣分を含む。
落葉清掃　　　　　　　年２回冬季（委託範囲内歩道等）
 
※契約確定の翌日から令和　４年　３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 2021-00262 件名

内部発注番号 492
花壇管理委託入札見積締切日時 2021年4月20日 17時00分

開札日時 2021年4月21日 10時55分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地外２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 450,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社英造園 450,000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 515,000円

3 有限会社みやび 福生支店 560,000円

4 株式会社福樹園 660,000円

備考 【概要】
公共用地の緑化推進事業の一環として、植込地等の管理を行う。
福生野球場植込地管理工（除草及び耕運）69㎡×４回（除草）、57㎡×２回（耕運）
長徳寺段下花壇管理工（除草及び刈込物手入）70㎡×３回（除草）、100㎡×１回（刈込物手入）
中央公園花壇管理工（除草及び耕運）405㎡×４回（除草、耕運各２回）
 
※契約確定日の翌日から令和04年03月31日まで
※入札価格は税抜きです。


