
予定価格

落札金額

107,650,000

98,900,000

633,000

1,949,000

1,880,000

2,280,720

850,000

1,480,000

4,600,000

4,553,000

4,500,000

7,700,000

2,742,000

2,600,000

1,100,000

930,000

2,600,000

4,561,000

3,980,000

514,073

1,950,000

平成26年７月17日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 わかたけ会館改良工事（建築） ㈱長井工務店 11 1 事前公表案件

2 市営住宅管理システム電算機借上 ㈱ジーシーシー　東京西支社 5 1

3 福祉バス停留所移設工事 ニューズ産業㈱ 西多摩支店 5 1 事前公表案件

4 ワイヤレスアンプ等購入 クサジマ電器㈱ 5 1

5
庁舎外６箇所特殊建築物等定期調
査報告書作成委託

㈲ティエム建築デザイン研究所 5 1

6 健康まつり会場設営・撤去等委託 アースサポート㈱ 5 1

7
福生南部第１処理分区・中央排水
区H26その２工事設計委託

㈱ファースト設計 福生営業所 6 1

8 市民会館調理室調理台等改良工事 ㈱桑林工業所 5 1 事前公表案件

9
各小中学校体育館非構造部材落下
防止対策工事設計委託

㈱古賀建築事務所 6 1

10 Ｈ26公共下水道管渠内面補修工事 ㈱相川管理 東京支店 5 1 事前公表案件

11
庁舎外６箇所建築設備定期検査報
告書作成委託

㈲ティエム建築デザイン研究所 5 2

12
れんげ園外６箇所建築設備定期検
査報告書作成委託

㈱京和建築事務所 5 1

13
本町排水区Ｈ26その２工事設計委
託

㈱ふくみ 5 1

14 消防団第五分団車庫改良工事 ㈲秋元 6 1 事前公表案件

15
働く世代の女性支援のためのがん
検診推進事業子宮頸がん検診細胞
検査委託

㈱保健科学研究所 4 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。

16 保健センター消火ポンプ修繕 ㈱消防弘済会 5 3



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00311 件名

内部発注番号 42600000002413
わかたけ会館改良工事（建築）入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17日 9時01分

予定価格 116,262,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市大字熊川199番地１

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 株式会社長井工務店

所在地 東京都立川市富士見町二丁目１１番１６号

落札金額 98,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社長井工務店 98,900,000円 落札

2 株式会社島田組 福生営業所 104,600,000円

3 井戸鉄建株式会社 106,700,000円

4 株式会社カトービルドシステム 107,600,000円

5 奥多摩建設工業株式会社

辞退

6 株式会社清水建設工業所

辞退

7 Ｙ・Ｋ・Ｎ株式会社 府中営業所

辞退

8 出水建設株式会社

辞退

9 岩浪建設株式会社

辞退

10 株式会社瀧島建設 多摩支店

不参

11 豊友建設株式会社

不参

備考 【概要】
増築工事　一式
内外装改修工事　一式
サッシ取替工事　一式
エレベーター新設工事　一式
書架撤去新設工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格96,772,000円（税抜）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00295 件名

内部発注番号 42600000002253
市営住宅管理システム電算機借上入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 633,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 633,000円 落札

2 井上事務機事務用品株式会社 868,800円

3 株式会社ヒノデン 福生支店 1,380,000円

4 日本教育情報機器株式会社

辞退

5 富士通リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
市営住宅管理システム更新に伴う電算機の借上
 
ノートパソコン　２台
バーコードリーダー　１台
その他周辺機器　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00288 件名

内部発注番号 42600000001750
福祉バス停留所移設工事入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17日 9時11分

予定価格 2,104,920円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市本町５番地

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 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

所在地 東京都福生市南田園2丁目15番地9

落札金額 1,880,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 1,880,000円 落札

2 株式会社第一建設

辞退

3 鈴島建設株式会社

辞退

4 東山建設株式会社

辞退

5 有限会社村尾造園土木

不参

備考 【概要】
歩車道境界ブロック撤去･･･17.4m
インターロッキング舗装撤去･･･12.6m
境石新設･･･17.0m
アスファルト舗装新設･･･13.0m
既設U型側溝蓋取替･･･16.8m
区画線設置･･･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 2014-00296 件名

内部発注番号 42600000002135
ワイヤレスアンプ等購入入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17日 9時15分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市指定の場所

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 クサジマ電器株式会社

所在地 東京都福生市加美平１丁目６番地19

落札金額 2,280,720円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 クサジマ電器株式会社 2,280,720円 落札

2 有限会社ヤマシン 2,400,060円

3 株式会社ヒノデン 福生支店 2,448,000円

4 有限会社メディア・ワールド 2,543,200円

5 株式会社ツクモ商事 2,628,200円

備考 【概要】
ワイヤレスアンプ
ワイヤレスマイクロホン
 
・34町会・自治会
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00297 件名

内部発注番号 42600000001823
庁舎外６箇所特殊建築物等定期調査報告書作成

委託
入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17日 9時22分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市本町５番地外６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 有限会社ティエム建築デザイン研究所

所在地 東京都福生市熊川1697番地16角柳ビル2階

落札金額 850,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ティエム建築デザイン研究所 850,000円 落札

2 株式会社京和建築事務所 1,050,000円

3 株式会社古賀建築事務所 1,200,000円

4 新井設計株式会社 1,500,000円

5 モリタ構造設計室 2,500,000円

備考 【概要】
建築基準法第12条第１項の規定による定期調査報告書の作成
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00299 件名

内部発注番号 42600000002181
健康まつり会場設営・撤去等委託入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17日 9時25分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市牛浜162番地（市営福生野球場）

営業種目１ 120 催事関係業務 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 アースサポート株式会社

所在地 東京都渋谷区本町一丁目４番１４号

落札金額 1,480,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 アースサポート株式会社 1,480,000円 落札

2 株式会社日本レクリエーシヨンサービスセンタ
ー

1,950,000円

3 株式会社セレスポ 西東京支店 2,200,000円

4 株式会社シミズオクト 4,261,000円

5 アコムレンタル株式会社 東京イベント営業所

不参

備考 【概要】
健康まつり会場（市営福生野球場）にテント・看板等の器材搬入、設営及び撤去を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00300 件名

内部発注番号 42600000001929
福生南部第１処理分区・中央排水区H26その２工

事設計委託
入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17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 東京都福生市福生市志茂地内

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 株式会社ファースト設計 福生営業所

所在地 東京都福生市牛浜１５４

落札金額 4,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ファースト設計 福生営業所 4,600,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 4,750,000円

3 有限会社三友測量設計 福生営業所 4,840,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 4,900,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 4,900,000円

6 株式会社ふくみ 5,000,000円

備考 【概要】
設計業務　　１式
報告書作成　１式
設計協議　　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00298 件名

内部発注番号 42600000001742
市民会館調理室調理台等改良工事入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17日 9時35分

予定価格 4,917,240円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市福生2455番地

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 株式会社桑林工業所

所在地 東京都福生市志茂２００番地

落札金額 4,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社桑林工業所 4,500,000円 落札

2 株式会社吉田工務店 4,550,000円

3 安藤設備株式会社 4,553,000円

4 橋本設備工業株式会社 4,553,000円

5 株式会社森田工業所

不参

備考 【概要】
車椅子対応の調理台５基設置
床張替え工･･･50㎡
給排水設備工･･･一式
電気設備工･･･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 2014-00301 件名

内部発注番号 42600000002319
各小中学校体育館非構造部材落下防止対策工

事設計委託
入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17日 9時48分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市大字福生1055番地外３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 株式会社古賀建築事務所

所在地 東京都八王子市元本郷町三丁目１２番２号

落札金額 7,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社古賀建築事務所 7,700,000円 落札

2 株式会社タマ建築設計事務所 7,900,000円

3 株式会社京和建築事務所 7,900,000円

4 有限会社ティエム建築デザイン研究所 7,980,000円

5 株式会社大誠建築設計事務所 8,000,000円

6 株式会社楠山設計 19,000,000円

備考 【概要】
非構造部材落下防止対策設計　４校
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 2014-00310 件名

内部発注番号 42600000001998
Ｈ26公共下水道管渠内面補修工事入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17日 9時55分

予定価格 2,961,360円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市西多摩郡瑞穂町内福生市管理雨水管

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 株式会社相川管理 東京支店

所在地 東京都北区王子三丁目１９番１０号

落札金額 2,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社相川管理 東京支店 2,600,000円 落札

2 株式会社ヤマソウ 東京支店 2,660,000円

3 淺間保全工業株式会社 2,690,000円

4 三喜技研工業株式会社 2,700,000円

5 内外サービス株式会社 2,720,000円

備考 【概要】
雨水管渠内面補修工（Ｖカット工法）
φ800　　 ８箇所
φ1000　 ２箇所　　　　　　　　
φ1350 ２箇所
部分補修（取付管一体型）
φ1100　　１箇所　　　φ1350　　１箇所
 
※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 2014-00302 件名

内部発注番号 42600000002010
庁舎外６箇所建築設備定期検査報告書作成委託入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17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 東京都福生市福生市本町５番地外６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 有限会社ティエム建築デザイン研究所

所在地 東京都福生市熊川1697番地16角柳ビル2階

落札金額 1,100,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,250,000円 1,100,000円 落札

2 株式会社京和建築事務所 1,190,000円 1,150,000円

3 有限会社小林建築設計工房 1,300,000円

辞退

4 モリタ構造設計室 2,500,000円

辞退

5 新井設計株式会社 1,900,000円

辞退

備考 【概要】
建築基準法第12条第３項の規定による定期検査報告書の作成
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00303 件名

内部発注番号 42600000002082
れんげ園外６箇所建築設備定期検査報告書作成

委託
入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17日 10時02分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市南田園三丁目６番地１外６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 930,000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 930,000円 落札

2 有限会社ティエム建築デザイン研究所 980,000円

3 有限会社小林建築設計工房 1,100,000円

4 株式会社工建築設計事務所 1,175,000円

5 モリタ構造設計室 2,100,000円

備考 【概要】
建築基準法第12条第３項の規定による定期検査報告書の作成
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00305 件名

内部発注番号 42600000002096
本町排水区Ｈ26その２工事設計委託入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17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 東京都福生市福生市福生963番地先

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 2,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 2,600,000円 落札

2 有限会社三友測量設計 福生営業所 2,730,000円

3 株式会社プランニングマップ 2,750,000円

4 株式会社ファースト設計 福生営業所 2,800,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 2,850,000円

備考 【概要】
詳細設計（開削工法、内径1200mm未満　132ｍ）　１式
報告書作成　１式
設計協議　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00306 件名

内部発注番号 42600000001956
消防団第五分団車庫改良工事入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17日 10時17分

予定価格 4,925,880円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市大字福生1162番地

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 3,980,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社秋元 3,980,000円 落札

2 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

3 有限会社麻生マーク

辞退

4 株式会社平田建装

辞退

5 有限会社海野塗装工業

辞退

6 株式会社マルリョウ

不参

備考 【概要】
外壁塗装工事･･･383㎡
屋上防水工事･･･120㎡
電気設備工事一式　等
 
※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 2014-00308 件名

内部発注番号 42600000002154
働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業

子宮頸がん検診細胞検査委託
入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17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 東京都福生市福生市福生2125番地３

営業種目１ 122 検査業務 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 株式会社保健科学研究所

所在地 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町１０６番地

落札金額 514,073円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社保健科学研究所 514,073円 落札

2 医療法人クレモナ会 540,750円

3 公益財団法人東京都予防医学協会 1,225,700円

4 株式会社立川臨床医学研究所

不参

備考 【概要】
働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業子宮頸がん検診で採取された検体の
細胞診　　予定数　721名
 
※推定総額にて行った。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00309 件名

内部発注番号 42600000002169
保健センター消火ポンプ修繕入札見積締切日時 2014年7月16日 17時00分

開札日時 2014年7月17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 東京都福生市福生市大字福生2125番地３

業種 3200 消火設備

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 1,950,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 株式会社消防弘済会 2,080,000円 1,980,000円 1,950,000円 落札

2 株式会社多摩綜合防災 2,136,000円 2,050,000円 1,960,000円

3 セントラル防災工業株式会社 多摩支店

辞退 ＊＊ ＊＊

4 株式会社サンワ 2,150,000円

辞退 ＊＊

5 株式会社オガワ防災 2,153,000円

不参 ＊＊

備考 【概要】
消火ポンプ１台取替工事　一式
 
※入札価格は税抜きです。


