
予定価格

落札金額

15,061,000

3,330,000

11,092,000

12,234,000

11,850,000

4,003,000

3,987,585

3,585,000

3,585,000

2,900,000

12,000,000

3,000,000

3,650,000

5,500,000

3,000,000

1,850,000

2,300,000

351,400

319,800

500,000

14
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 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。

17 市道第269号線測量委託 ㈱ふくみ 4 3

15
消費者啓発「見守り手向けパンフ
レットの作製」事業委託

㈱ネクスメディア 5 1

16
消費者啓発「見守り手向けバス
ラッピング」事業委託

光洋産業㈱ 5 1

12 第四市営住宅用地測量委託 ㈱ふくみ 5 2

13
自転車等駐車場管制装置設置工事
設計委託

㈱タマ建築設計事務所 5 1

10
市営競技場人工芝敷設工事設計委
託

㈱アース設計コンサルタント 6 1

11
市営競技場管理棟改良工事設計委
託

㈱京和建築事務所 6 1

8
市民会館舞台装置等改良工事設計
委託

㈱タマ建築設計事務所 7 1

9 道路台帳平面図等補正委託 国際測地㈱福生営業所 5 1

6
福生第二小学校外１校校庭改良等
工事

㈱丸松造園 6 1 事前公表案件

7
市道第1047号線外１路線舗装補修
工事設計委託

㈱アース設計コンサルタント 6 1

4
福生第三小学校外４校防犯カメラ
更新工事

㈲小林電業 7 1 事前公表案件

5
市道第221号線（ほたる坂）樹木伐
採工事

㈲英造園 6 1 事前公表案件

2
避難行動要支援者管理システム電
算機借上

富士通リース㈱ 6 1

3
市道第221号線（ほたる坂）法面改
良工事

7 1
事前公表案件
不調

平成30年10月16日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 山王橋補修工事 7 1
事前公表案件
不調



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00446 件名

内部発注番号 4270
山王橋補修工事入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 9時00分

予定価格 16,265,880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 0200 橋りょう工事

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 株式会社馬場組

辞退

2 株式会社飯和建設

辞退

3 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

4 株式会社フジワラ技建

辞退

5 株式会社岡野組

辞退

6 株式会社島田組 福生営業所

辞退

7 株式会社山崎工務店

不参

備考 【概要】
橋長　10.37ｍ　全幅員　6.8ｍ
・断面修復工・鉄筋防錆工・剥落防止工・伸縮装置取替工・地覆改良工・防護柵取替工・ひびわれ補修工・支承塗装塗替工
 
※予定価格事前公表案件
※全者応札なしのため打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00443 件名

内部発注番号 4183
避難行動要支援者管理システム電算機借上入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 16時55分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 131 賃貸業務 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 富士通リース株式会社

所在地 東京都千代田区神田練塀町３番地

落札金額 3,330,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 3,330,000円 落札

2 積水リース株式会社 東京支店

辞退

3 リコーリース株式会社

辞退

4 芙蓉総合リース株式会社

辞退

5 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

6 井上事務機事務用品株式会社

無効

備考 【概要】
避難行動要支援者管理システムにおける電算機の借上
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00447 件名

内部発注番号 4204
市道第221号線（ほたる坂）法面改良工事入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 9時10分

予定価格 11,979,360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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社第一建設

辞退

2 興國緑化株式会社

辞退

3 株式会社共進造園

辞退

4 有限会社福生造園

辞退

5 株式会社塩田組

辞退

6 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

7 有限会社村尾造園土木

辞退

備考 【概要】
延長　36.5ｍ
石積擁壁補強工　82.3㎡
法留コンクリ－ト工　22.6㎡
法面工　66.6㎡
 
※予定価格事前公表案件
※全者応札なしのため打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00444 件名

内部発注番号 4072
福生第三小学校外４校防犯カメラ更新工事入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 9時16分

予定価格 13,212,720円

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４箇所

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 有限会社小林電業

所在地 東京都福生市本町９３

落札金額 11,850,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社小林電業 11,850,000円 落札

2 有限会社モリヤ電気 11,875,000円

3 有限会社アクティブ電設 11,880,000円

4 宮崎電気株式会社 11,977,000円

5 ホーエイ電設株式会社 12,000,000円

6 株式会社細谷電機 12,000,000円

7 有限会社日福電設 12,110,000円

備考 【概要】
1.防犯カメラ設置工
2.ドライブユニット及びレコーダー設置工
3.ディスプレイ設置工
4.導入した機器の調整
5.設置に伴い不要となる機器類の処分
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格11,010,000円
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00448 件名

内部発注番号 4210
市道第221号線（ほたる坂）樹木伐採工事入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 9時21分

予定価格 4,323,240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 2700 造園

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社英造園

所在地 東京都福生市熊川１０６７番地５

落札金額 3,987,585円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社英造園 3,987,585円 落札

2 有限会社福生造園 3,992,487円

3 株式会社丸松造園 3,993,106円

4 興國緑化株式会社 3,994,306円

5 立山産業株式会社 4,000,000円

6 株式会社共進造園 4,002,361円

備考 【概要】
枯損木伐採工　幹回り　 30～ 59cm・・・１本　 60～ 89cm・・・１本 　90～119cm・・・２本
　　　　　　　　　　　150～199cm・・・２本　200cm 以上・・・４本
枯損木抜根工　幹回り　 29cm 以下・・・１３本
除草　66.6㎡
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00445 件名

内部発注番号 4342
福生第二小学校外１校校庭改良等工事入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 9時26分

予定価格 3,871,800円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川623番地外１箇所

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 株式会社丸松造園

所在地 東京都福生市志茂56番地

落札金額 3,585,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社丸松造園 3,585,000円 落札

2 有限会社英造園

辞退

3 株式会社塩田組

辞退

4 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

5 有限会社村尾造園土木

辞退

6 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

不参

備考 【概要】
スクリーニング補充　3,241㎡
防球ネット設置　１基
ハードコート舗装改修　704㎡
バスケットゴール設置　１基
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00449 件名

内部発注番号 4081
市道第1047号線外１路線舗装補修工事設計委託入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16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 東京都福生市志茂地内外

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 株式会社アース設計コンサルタント

所在地 東京都福生市北田園二丁目２０番１０号

落札金額 2,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アース設計コンサルタント 2,900,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 3,080,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 3,100,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 3,100,000円

5 有限会社あきる野測量設計 3,150,000円

6 株式会社ふくみ 3,350,000円

備考 【概要】
当該路線の舗装補修工事を施工するにあたり、設計業務を行う
市道第1047号線、第1014号線
道路詳細設計　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00459 件名

内部発注番号 4215
市民会館舞台装置等改良工事設計委託入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 9時35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2455番地

業種 1100 建築設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社タマ建築設計事務所

所在地 東京都あきる野市草花１８１７番地３

落札金額 12,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社タマ建築設計事務所 12,000,000円 落札

2 株式会社古賀建築事務所 12,600,000円

3 株式会社楠山設計 13,000,000円

4 株式会社金子設計 13,000,000円

5 株式会社大誠建築設計事務所 13,000,000円

6 株式会社京和建築事務所 13,500,000円

7 有限会社ティエム建築デザイン研究所 15,000,000円

備考 【概要】
実施設計業務　一式
積算業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00450 件名

内部発注番号 4093
道路台帳平面図等補正委託入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 9時41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 国際測地株式会社 福生営業所

所在地 東京都福生市大字熊川４９６番地１１

落札金額 3,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 国際測地株式会社 福生営業所 3,000,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 3,050,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 3,300,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 3,400,000円

5 株式会社ふくみ 3,500,000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　0.0074k㎡
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00451 件名

内部発注番号 4117
市営競技場人工芝敷設工事設計委託入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 9時53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3232番地

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 株式会社アース設計コンサルタント

所在地 東京都福生市北田園二丁目２０番１０号

落札金額 3,650,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アース設計コンサルタント 3,650,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 4,100,000円

3 株式会社プランニングマップ 4,500,000円

4 株式会社ユニエンジニヤリング 4,500,000円

5 国際測地株式会社 福生営業所 4,700,000円

6 株式会社ふくみ 4,800,000円

備考 【概要】
実施設計業務　一式
積算業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00452 件名

内部発注番号 4122
市営競技場管理棟改良工事設計委託入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 9時55分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生3232番地

業種 1100 建築設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社京和建築事務所

所在地 東京都福生市本町２３番地２号

落札金額 5,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社京和建築事務所 5,500,000円 落札

2 株式会社金子設計 6,000,000円

3 株式会社大誠建築設計事務所 7,000,000円

4 株式会社タマ建築設計事務所 7,700,000円

5 新井設計株式会社 7,770,000円

6 有限会社ティエム建築デザイン研究所 8,500,000円

備考 【概要】
実施設計業務　一式
積算業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00453 件名

内部発注番号 4203
第四市営住宅用地測量委託入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 13時06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字武蔵野1082番１外

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 3,000,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社ふくみ 3,400,000円 3,000,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 3,580,000円 3,350,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 3,550,000円 3,350,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 3,550,000円 3,350,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 3,800,000円 3,380,000円

備考 【概要】
市営住宅跡地活用に伴う測量及び登記用図書作成を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00454 件名

内部発注番号 4273
自転車等駐車場管制装置設置工事設計委託入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 10時05分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市東町５番地１外５箇所

業種 1100 建築設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社タマ建築設計事務所

所在地 東京都あきる野市草花１８１７番地３

落札金額 1,850,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社タマ建築設計事務所 1,850,000円 落札

2 株式会社京和建築事務所 2,000,000円

3 株式会社古賀建築事務所 2,100,000円

4 有限会社ティエム建築デザイン研究所 2,200,000円

5 新井設計株式会社 2,450,000円

備考 【概要】
実施設計業務　一式
積算業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00455 件名

内部発注番号 4378
公共下水道管渠清掃委託（駅前等清掃）入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 10時10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 2,300,000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 2,300,000円 落札

2 株式会社タカヤマ 東京支店 2,500,000円

3 株式会社加藤商事 西多摩支店 2,550,000円

4 株式会社旭商会 多摩営業所 2,580,000円

5 日興サービス株式会社 2,880,000円

備考 【概要】
管渠清掃　4217.5ｍ
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00456 件名

内部発注番号 4214
消費者啓発「見守り手向けパンフレットの作製」事

業委託
入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 10時16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１ 101 印刷 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 190 その他の業務委託等 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 株式会社ネクスメディア

所在地 東京都東大和市中央二丁目８２７番地２７

落札金額 351,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ネクスメディア 351,400円 落札

2 有限会社サイシン広告 362,950円

3 株式会社パットンファイヴ 522,465円

4 株式会社大和田組 620,000円

5 株式会社ドゥ・アーバン 630,000円

備考 【概要】
悪質商法及び振り込め詐欺を中心とした高齢者等が被害に遭いやすい消費者問題を周知すると共に、高齢者等の被害防
止には、周囲の見守りが必要であることを啓発するための見守り手向けパンフレットを作成する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00457 件名

内部発注番号 4398
消費者啓発「見守り手向けバスラッピング」事業委

託
入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 10時24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１ 101 印刷 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 024 標識・看板等 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目３ 115 広告代理 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 光洋産業株式会社

所在地 東京都狛江市岩戸北一丁目１４番１号

落札金額 319,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 光洋産業株式会社 319,800円 落札

2 株式会社武揚堂 350,000円

3 デコラテックジャパン株式会社 東京支店 645,000円

4 中浜工芸株式会社

辞退

5 株式会社コーエー 東京支店

辞退

備考 【概要】
市内を走行する市内バス(日野ポンチョBDG-HX6JLaE-FB(PE))２台それぞれに、消費者啓発に係る見守り手に向けた内容
のラッピングシート（フィルム）を作成し貼付する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00460 件名

内部発注番号 4612
市道第269号線測量委託入札見積締切日時 2018年10月15日 17時00分

開札日時 2018年10月16日 14時06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地内

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 500,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 株式会社ふくみ 750,000円 700,000円 500,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 850,000円 730,000円 650,000円

3 株式会社アース設計コンサルタント 960,000円 730,000円

辞退

4 国際測地株式会社 福生営業所 900,000円 720,000円

辞退

備考 【概要】
市道第269号線を廃道し、熊川分水と交換することとなったため、市道第269号線部分の表示登記及び、熊川分水部分の分
筆を行う必要が生じた。
そのために必要な測量を行うものである。
 
※入札価格は税抜きです。


