
予定価格

落札金額

14,266,000

13,700,000

20,880,000

7,431,000

6,837,000

4,080,000

3,940,000

5,585,000

5,490,000

1,723,000

1,540,000

4,500,000

4,300,000

2,463,000

2,330,000

3,692,000

3,680,000

1,959,080

2,601,000

2,590,000

2,669,440

1,670,000

1,650,000

800,000

1,507,000

1,494,000

770,000

2,786,000

2,890,000

1,420,000

1
福生第一中学校ランチルーム厨房
設備等撤去工事

豊友建設㈱ 7 1 事前公表案件

平成30年12月13日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

3
市道幹線Ⅱ-６号線路面標示設置工
事

㈱ミズホライン 6 1 事前公表案件

2
福生市立図書館電算システム電算
機借上

富士通リース㈱ 7 1

5
福生駅東口公衆便所改良工事（建
築）

㈱岡野組 6 1 事前公表案件

4
福生第一小学校外６校受変電設備
等改修工事

㈲アクティブ電設 6 1 事前公表案件

7 市道第99号線道路照明灯設置工事 宮崎電気㈱ 6 1 事前公表案件

6
福生第三小学校外２校塗装補修工
事

㈲秋元 5 1 事前公表案件

9
市道第251号線ボックスカルバート
改良工事

㈱塩田組 6 1 事前公表案件

8
福生第一中学校外１校校庭照明取
替工事

㈲アクティブ電設 5 1 事前公表案件

11 健康遊具設置工事 立山産業㈱ 5 1 事前公表案件

10 消防団装備品（防火帽）購入 ㈱消防弘済会 5 1

13
小・中学校ブロック塀等改修工事
に伴う支障樹木伐採工事

興國緑化㈱ 5 1 事前公表案件

12 災害備蓄庫配備食糧購入 船山㈱東京本店 5 1

15
庁舎電気自動車充電スタンド設置
工事

㈲モリヤ電気 5 1 事前公表案件

14 配食用食器購入（その２） ㈱アイホー多摩営業所 5 1

17 各小・中学校植木剪定委託 ㈲英造園 6 1

16
新扶桑会館備品購入（ブラインド
カーテン）

㈱ヒノデン福生支店 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

19
福生市防災マップ及び多摩川洪
水・内水ハザードマップ改定委託

内外地図㈱ 5 1

18 道路台帳調書補正委託 ㈱ヤチホ多摩支店 6 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00526 件名

内部発注番号 5839
福生第一中学校ランチルーム厨房設備等撤去工

事
入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 9時02分

予定価格 15,407,280円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川845番地

業種 0700 建築工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 豊友建設株式会社

所在地 東京都羽村市緑ヶ丘五丁目２番地３

落札金額 13,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 豊友建設株式会社 13,700,000円 落札

2 株式会社山武コーポレーション 14,250,000円

3 井戸鉄建株式会社

辞退

4 株式会社島田組 福生営業所

辞退

5 株式会社山崎工務店

辞退

6 株式会社山口建興

辞退

7 株式会社モリタ

辞退

備考 【概要】
ランチルーム厨房器具撤去　一式
倉庫への内装工事　　　　　一式
電気設備工事　　　　　　　一式
機械設備工事　　　　　　　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　12,839,000円（税抜き）　
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00513 件名

内部発注番号 5678
福生市立図書館電算システム電算機借上入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13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850番地１外３箇所

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 20,880,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 20,880,000円 落札
※くじ引きによる

2 日本教育情報機器株式会社 20,880,000円

3 井上事務機事務用品株式会社 21,420,000円

4 リコーリース株式会社

辞退

5 興銀リース株式会社

辞退

6 日立キャピタル株式会社

辞退

7 首都圏リース株式会社

不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
業務用液晶一体型パソコン20台　業務用ノートパソコン9台
モノクロレーザープリンター３台　A２対応インクジェットプリンター２台外
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00527 件名

内部発注番号 5669
市道幹線Ⅱ-６号線路面標示設置工事入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 9時10分

予定価格 8,025,480円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平地内

業種 7500 道路標示塗装

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社ミズホライン

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原１番地４

落札金額 6,837,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ミズホライン 6,837,000円 落札

2 株式会社日本ボーサイ工業 6,838,000円

3 多摩ライン株式会社 6,840,000円

4 有限会社麻生マーク 6,842,000円

5 三協ライン株式会社 7,000,000円

6 株式会社アシスタ 7,060,000円

備考 【概要】
市道幹線Ⅱ-６号線に路面標示（自転車専用レーン）の設置を行う。
薄層カラー舗装工・自転車ナビライン・自転車ナビマーク・区画線設置工
 
※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 2018-00514 件名

内部発注番号 5609
福生第一小学校外６校受変電設備等改修工事入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 9時16分

予定価格 4,406,400円

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 有限会社アクティブ電設

所在地 東京都福生市北田園二丁目１４番地５

落札金額 3,940,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社アクティブ電設 3,940,000円 落札

2 有限会社日福電設 3,956,000円

3 有限会社モリヤ電気 3,970,000円

4 有限会社小林電業 3,982,000円

5 株式会社細谷電機 4,000,000円

6 ホーエイ電設株式会社 4,000,000円

備考 【概要】
高圧キュービクル改修　５箇所（二小・六小・一中・二中・三中）
プルボックス塗装　３箇所（一小）、HIV電線取替　１箇所（三小）
 
※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 2018-00528 件名

内部発注番号 5997
福生駅東口公衆便所改良工事（建築）入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 9時21分

予定価格 6,031,800円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市東町４番地９

業種 0700 建築工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社岡野組

所在地 東京都あきる野市草花２００９番地

落札金額 5,490,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社岡野組 5,490,000円 落札

2 株式会社水井装備 5,583,000円

3 株式会社早野組 東京支店

辞退

4 株式会社カトービルドシステム

辞退

5 株式会社長井工務店

辞退

6 中根建設株式会社

辞退

備考 【概要】
トイレブース撤去新設　
天井・床撤去新設
蛍光灯照明撤去　LED照明新設
 
※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 2018-00515 件名

内部発注番号 5769
福生第三小学校外２校塗装補修工事入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 9時25分

予定価格 1,860,840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２箇所

業種 3700 一般塗装

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社秋元

所在地 東京都福生市大字福生２２５０番地３２

落札金額 1,540,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社秋元 1,540,000円 落札

2 株式会社リバイバル 1,636,990円

3 有限会社海野塗装工業 1,700,000円

4 有限会社麻生マーク

辞退

5 株式会社平田建装

不参

備考 【概要】
三小　外壁塗装　6.7㎡　内壁塗装　22㎡、四小　鉄骨階段塗装　42㎡
七小　ウレタン塗膜防水　80.4㎡
 
※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 2018-00529 件名

内部発注番号 5630
市道第99号線道路照明灯設置工事入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 9時31分

予定価格 4,860,000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 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 宮崎電気株式会社

所在地 東京都福生市大字熊川１０６８番地

落札金額 4,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 宮崎電気株式会社 4,300,000円 落札

2 有限会社小林電業 4,360,000円

3 有限会社日福電設 4,380,000円

4 ホーエイ電設株式会社 4,410,000円

5 有限会社モリヤ電気 4,430,000円

6 純電工株式会社 4,450,000円

備考 【概要】
道路照明灯設置
LED照明灯６０VA　９基　内訳　電柱共架　５基　独立柱　４基
自動点滅器
表示シート
 
※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 2018-00516 件名

内部発注番号 5913
福生第一中学校外１校校庭照明取替工事入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 9時35分

予定価格 2,660,040円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川845番地外１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 有限会社アクティブ電設

所在地 東京都福生市北田園二丁目１４番地５

落札金額 2,330,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社アクティブ電設 2,330,000円 落札

2 宮崎電気株式会社 2,352,000円

3 有限会社モリヤ電気 2,366,000円

4 株式会社細谷電機 2,388,000円

5 純電工株式会社 2,400,000円

備考 【概要】
校庭照明
メタルハライドランプ取替　29台
メタルハライドランプ安定器取替　28台
 
※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 2018-00530 件名

内部発注番号 5245
市道第251号線ボックスカルバート改良工事入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 9時41分

予定価格 3,987,360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 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 3,680,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社塩田組 3,680,000円 落札

2 成友興業株式会社 福生営業所 3,690,000円

3 東山建設株式会社

辞退

4 有限会社麻生マーク

辞退

5 土屋建設株式会社

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】
市道第251号線のボックスカルバート改良工事を行う。
ボックスカルバート設置工　一式
アスファルト舗装工　166.5㎡
雑工　一式
 
※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 2018-00521 件名

内部発注番号 5613
消防団装備品（防火帽）購入入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 9時50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番地外５箇所

営業種目１ 026 警察・消防・防災用品 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 株式会社消防弘済会

所在地 東京都立川市羽衣町三丁目２７番１９号

落札金額 1,959,080円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 1,959,080円 落札

2 株式会社きしの防災 2,029,600円

3 株式会社カナメ商事 2,064,000円

4 株式会社千代田防災 2,107,000円

5 株式会社ミナカミ 2,107,000円

備考 【概要】
防火帽（しころ含む）　86個
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00531 件名

内部発注番号 5102
健康遊具設置工事入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 9時55分

予定価格 2,809,080円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生443番地１外

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 立山産業株式会社

所在地 東京都福生市福生９７３

落札金額 2,590,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 立山産業株式会社 2,590,000円 落札

2 有限会社英造園 2,595,000円

3 株式会社共進造園 2,601,000円

4 興國緑化株式会社

辞退

5 株式会社塩田組

辞退

備考 【概要】
健康遊具設置　中福生公園
　　　　　　　　上半身ストレッチ器具　１基
　　　　　　　　けんすい器具　　　　　１基
　　　　　　　金堀公園
　　　　　　　　座位体前屈器具　　　　１基
　　　　　　　　下半身ストレッチ器具　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 2018-00523 件名

内部発注番号 5466
災害備蓄庫配備食糧購入入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 10時00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1573番地１外

営業種目１ 026 警察・消防・防災用品 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 船山株式会社 東京本店

所在地 東京都中央区月島二丁目２０番１５号

落札金額 2,669,440円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 船山株式会社 東京本店 2,669,440円 落札

2 株式会社消防弘済会 2,773,200円

3 株式会社サンワ 2,869,800円

4 星野総合商事株式会社 東京営業所 2,950,000円

5 株式会社安田商会 3,156,000円

備考 【概要】
災害備蓄庫配備食糧の購入
ライスクッキー1,440食、アルファ化米（炊き出しセット）6,000食、アルファ化米（袋入り個食）2,000食、アルファ化米白がゆ
1,000食、缶入りパン1,200缶
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00532 件名

内部発注番号 6037
小・中学校ブロック塀等改修工事に伴う支障樹木

伐採工事
入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 10時05分

予定価格 1,803,600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４箇所

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 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 1,650,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 1,650,000円 落札

2 立山産業株式会社 1,660,000円

3 有限会社福生造園 1,665,000円

4 株式会社福樹園 1,666,000円

5 株式会社共進造園 1,668,000円

備考 【概要】
高木伐採・抜根　10本
高木伐採　　　　２本
林床整備工　　 120㎡
 
※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 2018-00522 件名

内部発注番号 5424
配食用食器購入（その２）入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13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 東京都福生市熊川1606番地１　学校給食センター

営業種目１ 009 家電・カメラ・厨房機器等 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 株式会社アイホー 多摩営業所

所在地 東京都八王子市松木18－9

落札金額 800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アイホー 多摩営業所 800,000円 落札

2 株式会社梅屋 852,000円

3 国立厨房サービス株式会社 860,000円

4 株式会社フジマック 武蔵野営業所 880,000円

5 新日本厨機株式会社 890,000円

備考 【概要】
大皿　200枚　　小皿　300枚
飯碗・汁碗（小）　500枚
飯碗・汁碗（中）　200枚
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00533 件名

内部発注番号 5890
庁舎電気自動車充電スタンド設置工事入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 10時16分

予定価格 1,627,560円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町３番地

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 有限会社モリヤ電気

所在地 東京都福生市大字熊川７５４番地

落札金額 1,494,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社モリヤ電気 1,494,000円 落札

2 有限会社アクティブ電設 1,497,800円

3 ホーエイ電設株式会社 1,498,000円

4 有限会社小林電業 1,500,000円

5 宮崎電気株式会社 1,502,000円

備考 【概要】
電気自動車充電スタンド新設　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 2018-00524 件名

内部発注番号 5605
新扶桑会館備品購入（ブラインドカーテン）入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 10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92番地５

営業種目１ 008 室内装飾品等 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 株式会社ヒノデン 福生支店

所在地 東京都福生市福生６６０番５号奥田マンション１階Ａ－１０５号

落札金額 770,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヒノデン 福生支店 770,000円 落札

2 有限会社ヤマシン 802,000円

3 有限会社ルミエール・シバタ 820,000円

4 株式会社ヤサカ

辞退

5 株式会社船戸建装

不参

備考 【概要】
ブラインドカーテン　18式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00534 件名

内部発注番号 5720
各小・中学校植木剪定委託入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 10時25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９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 2,786,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社英造園 2,786,000円 落札

2 株式会社共進造園 2,910,000円

3 株式会社丸松造園 2,980,000円

4 興國緑化株式会社 2,980,000円

5 株式会社福樹園 3,000,000円

6 株式会社エイト 西多摩支店

辞退

備考 【概要】
市内小・中学校10校
　植木剪定工　　　一式
　既剪定枝廃棄工　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00535 件名

内部発注番号 5653
道路台帳調書補正委託入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 10時30分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地

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 株式会社ヤチホ 多摩支店

所在地 東京都東久留米市八幡町一丁目３番３３号

落札金額 2,890,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヤチホ 多摩支店 2,890,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 3,100,000円

3 株式会社大輝 3,170,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 3,200,000円

5 愛和測量設計株式会社 3,260,000円

6 株式会社アース設計コンサルタント 3,280,000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、
補正委託を行うもの。
道路補正延長（歩道区分なし）：499.53ｍ
道路補正延長（歩道区分あり）：635ｍ
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00536 件名

内部発注番号 5461
福生市防災マップ及び多摩川洪水・内水ハザード

マップ改定委託
入札見積締切日時 2018年12月12日 17時00分

開札日時 2018年12月13日 10時40分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜163番地及び福生市本町５番地

営業種目１ 117 航空写真・図面製作 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 内外地図株式会社

所在地 東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地

落札金額 1,420,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 内外地図株式会社 1,420,000円 落札

2 株式会社ゼンリン 立川営業所 2,148,000円

3 株式会社中央ジオマチックス 2,250,000円

4 国土地図株式会社 2,480,000円

5 株式会社ジオネクスト 4,627,000円

備考 【概要】
成果品
福生市防災マップ及び多摩川洪水・内水ハザードマップ　40,000部
印刷用版下原稿データ（PDF形式）　１式
ホームページ掲載用データ（PDF形式）　１式
 
※入札価格は税抜きです。


