
予定価格

落札金額

9,680,000

9,580,000

800,000

2,450,000

698,670

2,371,000

2,090,000

620,000

498,000

※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。

7 公園遊具点検委託 ㈱アミューズ 5 1

5 維持管理補修工事Ｒ３その６ ㈱第一建設 5 1 事前公表案件

6 市営住宅空地除草委託（その２） 興國緑化㈱ 4 1

3 道路台帳平面図等補正委託 ㈱ふくみ 5 1

4 動画編集用ソフト購入 ㈱フューチャーイン東京支店 5 1

1 市道第229号線法面補修工事 ㈲村尾造園土木 7 1 事前公表案件

2 ドライブレコーダー購入 中西モータース 5 2

令和３年９月14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 2021-00483 件名

内部発注番号 3052
市道第229号線法面補修工事入札見積締切日時 2021年9月13日 17時00分

開札日時 2021年9月14日 9時01分

予定価格 10,648,000円

調査基準価格 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 9,580,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 9,580,000円 落札

2 土屋建設株式会社

辞退

3 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

4 株式会社塩田組

辞退

5 株式会社島田組 福生営業所

辞退

6 株式会社柿沼土建

不参

7 株式会社トランスエージェント

不参

備考 【概要】
工事延長　L=28.0m
枯損木伐根工　１本
セル型土留工　A=36m2
ふとんカゴ工　L=2.0m
金網柵設置工　L=28.0m
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　8,423,000円（税抜き）
※契約確定日の翌日から令和04年03月01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 2021-00489 件名

内部発注番号 3433
ドライブレコーダー購入入札見積締切日時 2021年9月13日 17時00分

開札日時 2021年9月14日 13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 800,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 中西モータース 880,000円 800,000円 落札

2 マコト電機株式会社 827,200円 819,200円

3 マルダイオート株式会社

辞退 ＊＊

4 有限会社協立自動車整備工業

辞退 ＊＊

5 有限会社山崎モータース

不参 ＊＊

備考 【概要】
ドライブレコーダー購入
 
※令和３年１２月２４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 2021-00484 件名

内部発注番号 3323
道路台帳平面図等補正委託入札見積締切日時 2021年9月13日 17時00分

開札日時 2021年9月14日 9時23分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

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 株式会社ふくみ

所在地 東京都福生市大字福生２３５６番地６

落札金額 2,450,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 2,450,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 2,500,000円

3 株式会社プランニングマップ 2,580,000円

4 株式会社ファースト設計 福生営業所 2,600,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 2,630,000円

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。
道路台帳平面図補正　補正対象面積　0.0062平方キロメートル
 
※契約確定日の翌日から令和03年12月24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 2021-00488 件名

内部発注番号 3411
動画編集用ソフト購入入札見積締切日時 2021年9月13日 17時00分

開札日時 2021年9月14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  

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社フューチャーイン 東京支店

所在地 東京都品川区西五反田八丁目７番１１号アクシス五反田ビル６Ｆ

落札金額 698,670円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社フューチャーイン 東京支店 698,670円 落札

2 株式会社大塚商会 LA事業部公共グループ 727,000円

3 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

732,000円

4 井上事務機事務用品株式会社 760,000円

5 株式会社内田洋行 営業統括グループ 760,000円

備考 【概要】
動画編集用ソフト（４年ライセンス）×2
 
※令和３年１０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 2021-00485 件名

内部発注番号 3328
維持管理補修工事Ｒ３その６入札見積締切日時 2021年9月13日 17時00分

開札日時 2021年9月14日 9時28分

予定価格 2,608,100円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

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 株式会社第一建設

所在地 東京都福生市大字熊川１４３８番地１０

落札金額 2,090,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社第一建設 2,090,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 2,180,000円

3 東山建設株式会社 2,222,346円

4 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

5 株式会社塩田組

辞退

備考 【概要】
人孔周り舗装補修工　13箇所
人孔鉄蓋交換　２箇所
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定日の翌日から令和03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 2021-00486 件名

内部発注番号 3389
市営住宅空地除草委託（その２）入札見積締切日時 2021年9月13日 17時00分

開札日時 2021年9月14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 東京都福生市大字熊川978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 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 620,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 620,000円 落札

2 株式会社福樹園 685,000円

3 株式会社丸松 720,000円

4 有限会社英造園 730,000円

備考 【概要】
市営住宅敷地内の除草　一式
 
※契約確定の翌日から令和３年１０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 2021-00487 件名

内部発注番号 2187
公園遊具点検委託入札見積締切日時 2021年9月13日 17時00分

開札日時 2021年9月14日 10時28分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

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２ 003 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 株式会社アミューズ

所在地 埼玉県さいたま市中央区鈴谷七丁目６番２３号

落札金額 498,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アミューズ 498,000円 決定

2 日都産業株式会社 500,000円

3 株式会社トレジャーボックス 東京支店 752,200円

4 株式会社三津穗 770,000円

5 株式会社トッケン 東京営業所 1,400,000円

6 株式会社丸山製作所 1,600,000円

7 株式会社三英

辞退

8 株式会社コトブキ

辞退

備考 【概要】
遊具点検（劣化点検）市内67公園300基
事前打ち合わせ・調査報告　１式
 
※契約確定日の翌日から令和03年11月15日まで
※入札価格は税抜きです。


