
予定価格

落札金額

26,667,000

8,339,000

6,924,000

6,800,000

6,713,000

6,500,000

4,500,000

2,727,000

1,980,000

2,364,000

2,200,000

1,992,000

1,890,000

1,527,000

1,150,000

1,088,000

520,600

※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。

12 災害用医療セット保守点検委託 済生堂岡田薬品 4 1

10
福生第六小学校プール給湯器更新工
事

㈱森田工業所 5 1 事前公表案件

11
市営住宅排水管清掃委託（単価契
約）

安藤設備㈱ 5 1

事前公表案件

8
福生第二中学校テニスコート改修工
事

日本フィールドシステム㈱関
東支店

5 1 事前公表案件

9
せせらぎ遊歩道公園樹木伐採工事
（その３）

㈲村尾造園土木 5 1

事前公表案件

6
道路ストック点検委託（跨線橋点検
業務）

6 2 不調

7 市営住宅内装改良工事（その２） ㈲ルミエール・シバタ 5 1

4 私道整備その１工事 ㈱塩田組 6 1 事前公表案件

5 福生公園樹木伐採委託 ㈱丸松 6 1

事前公表案件

2 橋りょう補修工事設計委託 ㈱大輝 6 2 不調随契

3 せせらぎ遊歩道公園階段改良工事 ㈲村尾造園土木 6 1

不調
事前公表案件

令和３年10月21日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数
入札
回数

備　考

1 消防施設撤去工事 7 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00514 件名

内部発注番号 4217
消防施設撤去工事入札見積締切日時 2021年10月20日 17時00分

開札日時 2021年10月21日 9時00分

予定価格 29,333,700円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生地内

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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東山建設株式会社

辞退

2 株式会社フジワラ技建

辞退

3 有限会社村尾造園土木

辞退

4 株式会社塩田組

辞退

5 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

6 株式会社島田組 福生営業所

辞退

7 株式会社第一建設

辞退

備考 【概要】
工事延長　L=9.0m
コンクリート構造物撤去工事
構造物取壊し工V=28m3、アスファルト舗装工A=45m2、
覆工板・覆工受桁設置撤去A=45m2、ライナープレート掘削土留工L=4.5m
薬液注入工 75本、環境調査 1式
 
※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 2021-00517 件名

内部発注番号 3690
橋りょう補修工事設計委託入札見積締切日時 2021年10月20日 17時00分

開札日時 2021年10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 東京都福生市内

業種 1200 土木設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社大輝

所在地 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８

落札金額 8,339,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社大輝 9,370,000円 8,420,000円 不調随契8,339,000円

2 国際航業株式会社 多摩営業所 10,860,000円

辞退

3 昭和株式会社 東京支社 12,800,000円

辞退

4 アジア航測株式会社 本社営業部 9,980,000円

辞退

5 株式会社日本インシーク 東京本社営業部 11,200,000円

辞退

6 玉野総合コンサルタント株式会社 東京支店

辞退 ＊＊

備考 【概要】
加美上水橋、平和橋、新堀橋の調査及び設計を行う。
業務計画（調査・設計計画）一式
現地踏査　一式
補修設計　一式
打合せ協議　一式
 
※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 2021-00518 件名

内部発注番号 3609
せせらぎ遊歩道公園階段改良工事入札見積締切日時 2021年10月20日 17時00分

開札日時 2021年10月21日 9時20分

予定価格 7,616,400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 6,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 6,800,000円 落札

2 株式会社共進造園 6,830,000円

3 立山産業株式会社 6,840,000円

4 有限会社福生造園 6,910,000円

5 株式会社塩田組 6,920,000円

6 興國緑化株式会社

無効

備考 【概要】
階段手すり木部撤去新設　一式
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定日の翌日から令和04年02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 2021-00519 件名

内部発注番号 3713
私道整備その１工事入札見積締切日時 2021年10月20日 17時00分

開札日時 2021年10月21日 9時25分

予定価格 7,384,300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 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 株式会社塩田組

所在地 東京都福生市福生２０３３番地

落札金額 6,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社塩田組 6,500,000円 落札

2 株式会社第一建設 6,600,000円

3 成友興業株式会社 福生営業所 6,700,000円

4 有限会社村尾造園土木 6,713,000円

5 東山建設株式会社

辞退

6 有限会社麻生マーク

辞退

備考 【概要】
プレキャストＬ型側溝　L=111.6ｍ、浸透桝設置工　２基
Ｌ型側溝用集水桝工　６基、取付管布設及び支管取付工　４箇所
アスファルト舗装工　A=222㎡
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定日の翌日から令和04年02月04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 2021-00520 件名

内部発注番号 3673
福生公園樹木伐採委託入札見積締切日時 2021年10月20日 17時00分

開札日時 2021年10月21日 9時30分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜163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 株式会社丸松

所在地 東京都福生市志茂56番地

落札金額 4,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社丸松 4,500,000円 落札

2 立山産業株式会社 4,650,000円

3 株式会社福樹園 4,700,000円

4 有限会社福生造園 4,720,000円

5 有限会社英造園 4,770,000円

6 株式会社共進造園 4,800,000円

備考 【概要】
枯損木処理工　Ｃ＝200～249cm　吊切り　６本
枯損木処理工　Ｃ＝250～300cm　吊切り　６本
高・中木手入れ（基本剪定）　落葉樹　Ｃ＝270～300cm　１本
 
※契約確定日の翌日から令和03年12月10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 2021-00521 件名

内部発注番号 3696
道路ストック点検委託（跨線橋点検業務）入札見積締切日時 2021年10月20日 17時00分

開札日時 2021年10月21日 13時22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137番地、牛浜126番地

営業種目１ 124 土木・水系関係調査業務 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 国際航業株式会社 多摩営業所 7,850,000円 7,500,000円

2 株式会社エイト日本技術開発 東京支社 8,800,000円

辞退

3 株式会社八州 東京支社 9,000,000円

辞退

4 株式会社長大 東京支社 9,100,000円

辞退

5 株式会社大輝 9,270,000円

辞退

6 株式会社パスコ 東京支店

辞退 ＊＊

備考 【概要】
福生市が管理する跨線橋（福生駅、牛浜駅自由通路）の状態を把握し、安全で円滑な交通の確保及び維持管理を効率的に行う
ための点検を行うものである。
跨線橋点検　２橋
JR敷地内点検立会い　２箇所
点検調書、報告書作成ほか　一式
 
※入札価格は税抜きです
※協議の結果打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00523 件名

内部発注番号 3846
市営住宅内装改良工事（その２）入札見積締切日時 2021年10月20日 17時00分

開札日時 2021年10月21日 9時40分

予定価格 2,999,700円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市武蔵野台二丁目13番地外１箇所

業種 3600 内装仕上

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社ルミエール・シバタ

所在地 東京都福生市武蔵野台一丁目３番地８

落札金額 1,980,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ルミエール・シバタ 1,980,000円 落札

2 高橋装飾株式会社 2,300,000円

3 有限会社秋元 2,700,000円

4 株式会社リバイバル 2,727,000円

5 株式会社水井装備

辞退

備考 【概要】
クロス貼替（壁）　290㎡
クロス貼替（天井）　120㎡
クッションフロア撤去新設　30.6㎡
畳表替　28.5畳
畳撤去新設　16.5畳
全室クリーニング　430㎡
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定日の翌日から令和04年01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 2021-00528 件名

内部発注番号 3940
福生第二中学校テニスコート改修工事入札見積締切日時 2021年10月20日 17時00分

開札日時 2021年10月21日 9時47分

予定価格 2,600,400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 2800 運動場施設

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 日本フィールドシステム株式会社 関東支店

所在地 東京都足立区千住宮元町１３番１３号

落札金額 2,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本フィールドシステム株式会社 関東支店 2,200,000円 落札

2 長谷川体育施設株式会社 東京営業所 2,300,000円

3 生涯スポーツ建設株式会社 東京支店 2,340,000円

4 日勝スポーツ工業株式会社 西東京支店

辞退

5 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

備考 【概要】
テニスコート改修　一式
メッシュフェンス補修　一式
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定日の翌日から令和03年12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 2021-00525 件名

内部発注番号 3795
せせらぎ遊歩道公園樹木伐採工事（その３）入札見積締切日時 2021年10月20日 17時00分

開札日時 2021年10月21日 9時50分

予定価格 2,191,200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 1,890,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 1,890,000円 落札

2 立山産業株式会社 1,900,000円

3 株式会社共進造園 1,910,000円

4 有限会社福生造園 1,960,000円

5 興國緑化株式会社

無効

備考 【概要】
基本剪定　Ｃ＝60～89cm　 常緑樹　３本　基本剪定　Ｃ＝60～89cm　  落葉樹　１本　
基本剪定　Ｃ＝90～119cm　常緑樹　１本　基本剪定　Ｃ＝120～149cm　常緑樹　２本　
基本剪定　Ｃ＝120～149cm　落葉樹　１本　枯損木処理工　Ｃ＝150～199cm　吊切り　２本　
枯損木処理工　Ｃ＝200～249cm　吊切り　１本　交通警備誘導員　８人
 
※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 2021-00529 件名

内部発注番号 3944
福生第六小学校プール給湯器更新工事入札見積締切日時 2021年10月20日 17時00分

開札日時 2021年10月21日 10時01分

予定価格 1,679,700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９番地１

業種 0900 給排水衛生工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社森田工業所

所在地 東京都福生市大字熊川７４１番地

落札金額 1,150,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社森田工業所 1,150,000円 落札

2 株式会社三和 1,450,000円

3 安藤設備株式会社

辞退

4 羽村設備株式会社

辞退

5 有限会社望月設備工業

不参

備考 【概要】
プール給湯器の撤去新設　４台
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定日の翌日から令和03年12月10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 2021-00527 件名

内部発注番号 3853
市営住宅排水管清掃委託（単価契約）入札見積締切日時 2021年10月20日 17時00分

開札日時 2021年10月21日 10時11分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市武蔵野台二丁目13番地外　第三市営住宅１～５号棟

業種 0900 給排水衛生工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 安藤設備株式会社

所在地 東京都福生市志茂１７５番地

落札金額 1,088,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 安藤設備株式会社 1,088,000円 落札

2 株式会社森田工業所 1,254,000円

3 株式会社アーイング

辞退

4 高杉商事株式会社

辞退

5 株式会社高野設備

辞退

備考 【概要】
居室内の雑排水管系統（台所、洗面所、浴室、洗濯）の清掃を年１回実施する。
 
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00530 件名

内部発注番号 4016
災害用医療セット保守点検委託入札見積締切日時 2021年10月20日 17時00分

開札日時 2021年10月21日 10時14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1055番地　福生市立福生第一小学校避難所用備蓄庫内外16箇所

営業種目１ 020 医薬品・衛生材料・介護用品 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 済生堂岡田薬品

所在地 東京都国分寺市本町二丁目８番地

落札金額 520,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 済生堂岡田薬品 520,600円 落札

2 繁和産業株式会社 東京支店 590,000円

3 株式会社三和堂 598,000円

4 株式会社丸幸商会

不参

備考 【概要】
市内各避難所用備蓄倉庫内の災害用医療資材の保守点検ならびに更新業務委託
 
※契約確定日の翌日から令和04年03月23日まで
※入札価格は税抜きです


