
予定価格

落札金額

18,000,000

4,704,000

3,200,000

4,150,000

18,973,000

17,500,000

23,868,000

46,223,000

44,500,000

4,480,440

7,487,000

7,280,000

982,200

32,305,000

28,780,000

840,000

1,550,000

15,200,000

768,000

5,950,000

14,420,000

1,050,000

5,092,000

4,550,000

888,640
5 1

19
福生第三小学校プール循環装置改
良工事

㈱アクアプロダクト アクア事業
部

6 1 事前公表案件

20 介護保険パンフレット購入 ㈱東京法規出版

18 乳幼児身長体重計等購入 ㈱スズケン 中央支店 5 2

17
福生市総合地震対策計画策定及び
耐震診断業務委託

㈱アスコ 東京本社　東日本営業
部

9 1

16 管渠等カメラ調査委託 ㈱環境システムサービス 6 1

15 PCB廃棄物用容器購入 松田産業㈱ 5 1

14
福生市公共下水道長寿命化詳細計
画（第１期）策定業務委託

㈱アスコ 東京本社　東日本営業
部

7 1

13 各小中学校プール施設保守委託 ㈱桑林工業所 4 1

12 保健センター防犯カメラ借上 セコム㈱ 5 1

11 本町排水区Ｈ27その１工事 鈴木土建㈱ 9 1 事前公表案件

10
電算機借上（ふっさっ子の広場事
業）

井上事務機事務用品㈱ 5 1

9
市道幹線Ⅱ-10号線（銀座通り）改
良工事

㈲村尾造園土木 6 1 事前公表案件

8
福東トモダチ公園備蓄倉庫固定
ラック等購入

㈱ヒノデン 福生支店 6 1

7
福生南部第１処理分区・中央排水
区Ｈ27その１工事

成友興業㈱ 福生営業所 9 1 事前公表案件

6
電算機借上（全庁パソコン等Ｈ
27）

日立キャピタル㈱ 9 1

5 自由広場詰所解体工事 ㈱三浦屋興業 7 1 事前公表案件

4 福生市立学校ICT推進計画策定委託
凸版印刷㈱ 情報コミュニケー
ション事業本部

6 1

3 古民家改良工事設計委託 ㈱マヌ都市建築研究所 6 1

2 電算機借上（共通番号制度機器） ＮＴＴファイナンス㈱ 6 1

1
もくせい会館建設工事実施設計委
託

㈱タマ建築設計事務所 7 1

平成27年４月16日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考



予定価格

落札金額
件　　　　　　　　　　名 落札業者

入札
者数

入札
回数

備　考

760,000

1,000,000

3,471,200

2,883,200

1,686,000

960,000

2,499,000

2,200,000

4,300,000

1,507,000

1,470,000

1,680,000

2,459,600

2,375,910

1,730,000

1,950,950

21
廃棄物処理委託（オイルドレーン
等清掃）

㈱加藤商事　西多摩支店 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。

22
市民会館自動火災報知設備等更新
工事設計委託

㈱タマ建築設計事務所 5 3

23
高齢者筋力向上トレーニング事業
委託

㈱ルネサンス 6 1

24 高齢者認知症予防事業委託 ㈱ルネサンス 6 1

25 中央図書館電話機借上 日通商事㈱ 東京支店 5 1

事前公表案件

26
輝き市民サポートセンター電算機
借上

井上事務機事務用品㈱ 5 1

28 ㈱ファースト設計 福生営業所 6 1

27 橋梁塗装工事 ㈲秋元 5 1

29 市道第1185号線改良工事 鈴島建設㈱ 5 1 事前公表案件

1 事前公表案件

30 公害関係分析委託 エヌエス環境㈱ 東京営業所 5 1

32 自動車騒音調査等委託 エヌエス環境㈱ 東京営業所 5 1

中央排水区Ｈ27その１工事設計委
託

33
高齢者口腔機能向上・栄養改善指
導委託

㈱ルネサンス 5 1

31
福生第二小学校及び第一中学校
プール給湯器取替工事

㈱森田工業所 4



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00194 件名

内部発注番号 42700000000594
もくせい会館建設工事実施設計委託入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 9時03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18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 18,000,000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 18,000,000円 落札

2 株式会社大誠建築設計事務所 18,400,000円

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 19,850,000円

4 株式会社楠山設計 24,500,000円

5 株式会社金子設計 24,500,000円

6 株式会社古賀建築事務所 25,000,000円

7 株式会社京和建築事務所 25,800,000円

備考 【概要】
もくせい会館改築工事（新築：1,134㎡程度、解体：1,368㎡程度）
　実施設計業務　一式
　積算業務　一式
　確認申請手続等業務　一式　外
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00189 件名

内部発注番号 42700000000549
電算機借上（共通番号制度機器）入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16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 ＮＴＴファイナンス株式会社

所在地 東京都港区芝浦一丁目２番１号

落札金額 4,704,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ＮＴＴファイナンス株式会社 4,704,000円 落札

2 富士通リース株式会社 4,710,000円

3 株式会社ＪＥＣＣ 4,752,000円

4 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 6,378,000円

5 日本電子計算株式会社

辞退

6 株式会社ジーシーシー 東京西支社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、対応させるための住民基本台
帳ネットワークシステムを構成するサーバ機器一式の借上
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00198 件名

内部発注番号 42700000000596
古民家改良工事設計委託入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 9時13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1158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 株式会社マヌ都市建築研究所

所在地 東京都文京区本郷六丁目１７番９号

落札金額 3,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社マヌ都市建築研究所 3,200,000円 落札

2 株式会社緑の風景計画 4,780,000円

3 株式会社文化財工学研究所 4,970,000円

4 株式会社文化財保存計画協会

辞退

5 株式会社和設計事務所

不参

6 株式会社隈研吾建築都市設計事務所

不参

備考 【概要】
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 2015-00190 件名

内部発注番号 42700000000564
福生市立学校ICT推進計画策定委託入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16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 東京都福生市本町５番地

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２ 121 情報処理業務 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 凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部

所在地 東京都文京区水道一丁目３番３号

落札金額 4,150,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事
業本部

4,150,000円 落札

2 株式会社ＪＭＣ 相模原支店 4,398,000円

3 株式会社エーティーエルシステムズ 11,200,000円

4 ＮＥＣフィールディング株式会社 立川支店

不参

5 株式会社ベネッセコーポレーション 小中学校
事業部 不参

6 株式会社ＥＤＵＣＯＭ 東京本社

不参

備考 【概要】
学校現場における情報教育やICT機器の活用状況等に関する現状分析、システム基盤に関する概要調査・設計、整備（調達
）計画、（仮称）学校ICT推進計画策定員会運営支援等、計画書作成のための基礎資料を得ること並びに計画書の作成。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00216 件名

内部発注番号 42700000000598
自由広場詰所解体工事入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 9時25分

予定価格 20,490,840円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生2131番地１

業種 3100 ひき家・解体

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社三浦屋興業

所在地 東京都あきる野市牛沼５２４番地１８

落札金額 17,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社三浦屋興業 17,500,000円 落札

2 株式会社小椋組 17,600,000円

3 株式会社エコワス 18,000,000円

4 株式会社ティーエムハンズ 18,000,000円

5 株式会社第一建設

辞退

6 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

7 永和鉄鋼株式会社

不参

備考 【概要】
建物解体（702㎡）　一式
外構　フェンス、資材置場等撤去処分　一式
整地工事（1855㎡）　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格17,075,000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 2015-00193 件名

内部発注番号 42700000000567
電算機借上（全庁パソコン等Ｈ27）入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 9時37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

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 日立キャピタル株式会社

所在地 東京都港区西新橋一丁目３番１号

落札金額 23,868,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日立キャピタル株式会社 23,868,000円 落札

2 富士通リース株式会社 24,204,000円

3 株式会社ＪＥＣＣ 24,360,000円

4 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 24,366,000円

5 ＮＴＴファイナンス株式会社 24,516,000円

6 昭和リース株式会社

辞退

7 ＪＡ三井リース株式会社

辞退

8 東洋通信工業株式会社

辞退

9 リコーリース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
　リース期間満了に伴う全庁系パソコン（周辺環境機器含む）の借上　
　借上台数　120台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00240 件名

内部発注番号 42700000000568
福生南部第１処理分区・中央排水区Ｈ27その１工

事
入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 9時38分

予定価格 49,920,840円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生267番地先

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 成友興業株式会社 福生営業所

所在地 東京都福生市福生699番地3

落札金額 44,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 成友興業株式会社 福生営業所 44,500,000円 落札

2 鈴島建設株式会社 45,760,000円

3 株式会社島田組 福生営業所 46,200,000円

4 株式会社第一建設

辞退

5 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

6 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

辞退

7 株式会社塩田組

辞退

8 岩浪建設株式会社

辞退

9 有限会社村尾造園土木

辞退

備考 【概要】
管布設工　汚水管φ200　307.05ｍ
　　　　　　　雨水管φ250　139ｍ　φ350　46.98ｍ　φ400　12.23ｍ　φ450　73.11ｍ　
　　　　　　　　　　　φ600　7.55ｍ　φ800　44.36ｍ
人孔築造工　１号　16基　２号　２基　３号　３基
立坑築造工　１箇所　
付帯工　１式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格41,028,000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 2015-00191 件名

内部発注番号 42700000000571
福東トモダチ公園備蓄倉庫固定ラック等購入入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 9時49分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

営業種目１ 004 什器・家具 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 4,480,440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 4,480,440円 落札

2 いさみや 4,580,000円

3 有限会社ヤマシン 4,585,000円

4 有限会社メディア・ワールド 4,588,000円

5 有限会社いずみ堂 4,596,500円

6 株式会社ツクモ商事 4,634,000円

備考 【概要】
固定ラックの購入（福東トモダチ公園内倉庫への搬入、設置を含む）
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00200 件名

内部発注番号 42700000000595
市道幹線Ⅱ-10号線（銀座通り）改良工事入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 9時48分

予定価格 8,085,960円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

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 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 7,280,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 7,280,000円 落札

2 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 7,480,000円

3 株式会社第一建設

辞退

4 東山建設株式会社

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

備考 【概要】
インターロッキングブロック舗装工
　新設インターロッキングブロックの入替　244.5㎡
　インターロッキングブロック舗装の目地詰め　768.9㎡
　人孔廻り補修工　５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 2015-00196 件名

内部発注番号 42700000000625
電算機借上（ふっさっ子の広場事業）入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4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 東京都福生市大字福生1055番地外６箇所（福生市小学校内）

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 井上事務機事務用品株式会社

所在地 東京都立川市曙町三丁目１８番２５号

落札金額 982,200円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 井上事務機事務用品株式会社 982,200円 落札

2 富士通リース株式会社 1,170,000円

3 日本電子計算株式会社

辞退

4 株式会社ヒノデン 福生支店

辞退

5 リコーリース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
市内各小学校内に所在するふっさっ子の広場事業において、各広場にける業務に使用するためのパソコンを借上げるもの
 
各広場数　７ケ所（市内各小学校内教室）
設置台数　各１台（ノートブックタイプ）合計７台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00239 件名

内部発注番号 42700000000566
本町排水区Ｈ27その１工事入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 9時58分

予定価格 34,889,400円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生2125番地５先

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 鈴木土建株式会社

所在地 東京都羽村市神明台一丁目３番地６

落札金額 28,780,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 鈴木土建株式会社 28,780,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 31,700,000円

3 株式会社第一建設

辞退

4 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

5 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

辞退

6 株式会社塩田組

辞退

7 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

8 株式会社島田組 福生営業所

辞退

9 鈴島建設株式会社

辞退

備考 【概要】
管布設工　雨水管　φ300　82.1ｍ　φ400　36.55ｍ　φ450　52.5ｍ
人孔築造工　１号　６基　矩形１号　２基
付帯工　１式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格27,994,000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 2015-00213 件名

内部発注番号 42700000000628
保健センター防犯カメラ借上入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 10時01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2125番地３

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 セコム株式会社

所在地 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号

落札金額 840,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 840,000円 落札

2 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 2,442,000円

3 ＪＡ三井リース株式会社

辞退

4 東洋通信工業株式会社

辞退

5 株式会社日立ビルシステム 東京総支社

辞退

備考 【概要】
５年長期継続契約】
防犯カメラ３台（屋外２台、屋内１台）
ハードディスクレコーダー１台
液晶モニター１台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00225 件名

内部発注番号 42700000000599
各小中学校プール施設保守委託入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 10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1055番地外９箇所

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 1,550,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社桑林工業所 1,550,000円 落札

2 株式会社吉田工務店 1,580,000円

3 安藤設備株式会社 1,610,000円

4 株式会社森田工業所 1,650,000円

備考 【概要】
プール施設保守
　給水栓開・閉栓工　　　10校
　清掃工　　　　　　　　　〃
　循環装置保守工　　　　９校
　シャワー等保守工　　　10校
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00250 件名

内部発注番号 42700000000704
福生市公共下水道長寿命化詳細計画（第１期）策

定業務委託
入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 10時13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内

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 株式会社アスコ 東京本社　東日本営業部

所在地 東京都江東区亀戸二丁目18番10号

落札金額 15,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アスコ 東京本社　東日本営業部 15,200,000円 落札

2 日本水工設計株式会社 東京支社 20,000,000円

3 日本上下水道設計株式会社 東京総合事務所 23,000,000円

4 国際航業株式会社 多摩営業所 25,500,000円

5 株式会社三水コンサルタント 東京支社 35,000,000円

6 オリジナル設計株式会社 東京事務所

辞退

7 パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本
社 辞退

備考 【概要】
長寿命化計画対象区域延長　28.698㎞
下水道長寿命化計画書　　Ａ4・５部
報告書　　　　　　　　　Ａ4・２部
長寿命化計画図　　　　　原図一式・白焼き３部
打合せ議事録　　　　　　原稿一式
電子成果品　　　　　　　ＣＤ－Ｒ　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00215 件名

内部発注番号 42700000000630
PCB廃棄物用容器購入入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 10時38分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

営業種目１ 112 廃棄物処理 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 松田産業株式会社

所在地 東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号新宿野村ビル

落札金額 768,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 松田産業株式会社 768,000円 落札

2 株式会社環境テコム 1,000,000円

3 株式会社ティーエムハンズ 1,000,000円

4 村本建設株式会社 建設環境事業部 1,480,000円

5 日本通運株式会社 東京支店 1,549,000円

備考 【概要】
①三相変圧器（外寸L700×W1000×H1150）用保管容器　　１個
②三相変圧器（外寸L650×W600×H900）用保管容器　  　１個
③単相変圧器（外寸L650×W650×H750）用保管容器　　　１個
④単相変圧器（外寸L550×W450×H800）用保管容器　　　１個
⑤単相変圧器（外寸L750×W750×H1200）用保管容器　　 １個
⑥高圧コンデンサ（外寸L500×W200×H500）用保管容器　１個
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00245 件名

内部発注番号 42700000000616
管渠等カメラ調査委託入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16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 東京都福生市福生市内

営業種目１ 127 下水道管路内ＴＶカメラ調査業
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 株式会社環境システムサービス

所在地 東京都八王子市横川町１０７６番地

落札金額 5,950,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社環境システムサービス 5,950,000円 落札

2 管清工業株式会社 西東京営業所 6,000,000円

3 淺間保全工業株式会社 6,450,000円

4 株式会社創成 6,450,000円

5 三喜技研工業株式会社 6,480,000円

6 株式会社スイーピングサービス 6,500,000円

備考 【概要】
耐震診断の実施に伴い緊急輸送路や重要な幹線等の管渠を調査を行う。
管渠延長　φ200ｍｍ～φ800ｍｍ　約　1,600ｍ
　　　　　φ800ｍｍ～　　　　　約　　620ｍ
　　　　　マンホール調査工　　110箇所
　　　　　上記報告書　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00251 件名

内部発注番号 42700000000706
福生市総合地震対策計画策定及び耐震診断業務

委託
入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 11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内

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 株式会社アスコ 東京本社　東日本営業部

所在地 東京都江東区亀戸二丁目18番10号

落札金額 14,420,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アスコ 東京本社　東日本営業部 14,420,000円 落札

2 日本上下水道設計株式会社 東京総合事務所 16,400,000円

3 国際航業株式会社 多摩営業所 25,500,000円

4 日本水工設計株式会社 東京支社 28,000,000円

5 中央コンサルタンツ株式会社 東京支店 30,500,000円

6 株式会社日水コン 東京支所 36,000,000円

7 株式会社東京設計事務所 東京支社 38,000,000円

8 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 関東支社 40,000,000円

9 通信土木コンサルタント株式会社

辞退

備考 【概要】
災害が発生し、下水道施設が被災した場合に下水道が最低限有すべき機能を確保するために現状を把握し、耐震能力の有
無を確認した上で下水道管渠の耐震化及び減災対策を併せた総合地震対策計画の策定を図る。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00199 件名

内部発注番号 42700000000632
乳幼児身長体重計等購入入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 13時35分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市指定の場所

営業種目１ 019 医療用機械器具 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 株式会社スズケン 中央支店

所在地 東京都千代田区神田佐久間河岸５９号地

落札金額 1,050,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社スズケン 中央支店 1,150,000円 1,050,000円 落札

2 酒井薬品株式会社 1,615,000円

辞退

3 株式会社ホッタ晴信堂薬局 1,309,954円

辞退

4 日本光電東京株式会社 西支社

辞退 ＊＊

5 株式会社井上商店 1,373,000円

不参

備考 【概要】
乳幼児の身長体重計１台、専用ウォーマー１台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00201 件名

内部発注番号 42700000000560
福生第三小学校プール循環装置改良工事入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 10時54分

予定価格 5,499,360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

業種 4500 水処理装置

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社アクアプロダクト アクア事業部

所在地 東京都千代田区五番町５番地１ＪＳ市ヶ谷ビル２Ｆ

落札金額 4,550,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アクアプロダクト アクア事業部 4,550,000円 落札

2 ミウラ化学装置株式会社 東京支店 4,600,000円

3 城山産業株式会社 4,760,000円

4 株式会社トーシン 4,800,000円

5 フジカ濾水機株式会社 4,815,000円

6 光伸株式会社 東京支店 4,910,000円

備考 【概要】
珪藻土ろ過装置（全自動・ろ過能力48m3/h）１台
既設撤去　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 2015-00214 件名

内部発注番号 42700000000639
介護保険パンフレット購入入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 11時40分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

営業種目１ 001 文房具事務用品・図書 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 101 印刷 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 株式会社東京法規出版

所在地 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号

落札金額 888,640円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社東京法規出版 888,640円 落札

2 株式会社現代けんこう出版 940,800円

3 株式会社ライズファクトリー 1,152,000円

4 株式会社社会保険出版社 1,344,000円

5 株式会社社会保険研究所

不参

備考 【概要】
Ａ4版カラー印刷　最大34ページ
平成27年度介護保険料改正に伴う周知のためのパンフレット
32,000部
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00228 件名

内部発注番号 42700000000519
廃棄物処理委託(オイルドレーン等清掃)入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 11時17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1566番地４

営業種目１ 112 廃棄物処理 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 株式会社加藤商事 西多摩支店

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町長岡三丁目５番地１５

落札金額 760,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社加藤商事 西多摩支店 760,000円 落札

2 株式会社スイーピングサービス 890,000円

3 株式会社太陽油化 900,000円

4 株式会社京葉興業 900,000円

5 株式会社シンシア

不参

備考 【概要】
リサイクルセンター工場内のオイルドレーン等を高圧洗浄し、槽にたまった汚泥を汚泥吸引車により吸引し、産業廃棄物とし
て適正な方法により処理をする。(年２回実施）
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00223 件名

内部発注番号 42700000000650
市民会館自動火災報知設備等更新工事設計委

託
入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 14時36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 1,000,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 株式会社タマ建築設計事務所 1,100,000円 1,050,000円 1,000,000円 落札

2 株式会社古賀建築事務所 1,160,000円 1,095,000円 1,045,000円

3 株式会社京和建築事務所 1,200,000円 1,080,000円

辞退

4 有限会社小林建築設計工房 1,250,000円

辞退 ＊＊

5 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,198,000円 1,080,000円

不参

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 2015-00210 件名

内部発注番号 42700000000589
高齢者筋力向上トレーニング事業委託入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 11時20分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市の指定した施設

営業種目１ 190 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 株式会社ルネサンス

所在地 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号両国シティコア３階

落札金額 3,471,200円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ルネサンス 3,471,200円 落札

2 有限会社ハイライフサポート 4,212,000円

3 株式会社コアラ体育サービス 4,580,000円

4 東京体育機器株式会社 4,725,000円

5 株式会社ワコーインターナショナル 4,810,000円

6 シンコースポーツ株式会社 西東京支店 5,110,000円

備考 【概要】
一次予防事業対象者及び二次予防事業対象者に対する介護予防のための機能訓練。
１クールあたりの単価契約とし、一次予防事業対象者４クール（消費税課税）及び二次予防事業対象者２クール（消費税非課
税）を予定。
 
※６クール分の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 2015-00211 件名

内部発注番号 42700000000520
高齢者認知症予防事業委託入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 11時05分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市の指定した施設

営業種目１ 190 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 株式会社ルネサンス

所在地 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号両国シティコア３階

落札金額 2,883,200円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ルネサンス 2,883,200円 落札

2 セントラルスポーツ株式会社 介護予防事業部 2,889,000円

3 有限会社ハイライフサポート 3,780,000円

4 東京体育機器株式会社 4,000,000円

5 株式会社コアラ体育サービス 4,200,000円

6 株式会社デサント 東京オフィス

辞退

備考 【概要】
一次予防事業対象者及び二次予防事業対象者に対する介護予防のための認知症予防プログラムを実施。
１クールあたりの単価契約とし、一次予防事業対象者３クール（消費税課税）及び二次予防事業対象者２クール（消費税非課
税）を予定。
 
※５クール分の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 2015-00218 件名

内部発注番号 42700000000655
中央図書館電話機借上入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 11時25分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川850番地１

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 日通商事株式会社 東京支店

所在地 東京都港区海岸一丁目１４番２２号

落札金額 1,686,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日通商事株式会社 東京支店 1,686,000円 落札

2 ＮＴＴファイナンス株式会社 1,696,200円

3 大和通信機株式会社 1,972,200円

4 ＪＡ三井リース株式会社

辞退

5 日立キャピタル株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
電話機11台、コードレス電話機３台外
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00219 件名

内部発注番号 42700000000656
輝き市民サポートセンター電算機借上入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 11時20分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1014番地10　輝き市民サポートセンター

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 井上事務機事務用品株式会社

所在地 東京都立川市曙町三丁目１８番２５号

落札金額 960,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 井上事務機事務用品株式会社 960,000円 落札

2 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

3 日本電子計算株式会社

辞退

4 日立キャピタル株式会社

辞退

5 リコーリース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
 
デスクトップパソコン３台、ノートパソコン２台、周辺機器、ソフトウェア、セットアップ、オンサイト保守ほか
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00241 件名

内部発注番号 42700000000644
橋梁塗装工事入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 13時03分

予定価格 2,698,920円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

業種 3800 橋りょう塗装

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 2,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社秋元 2,200,000円 落札

2 有限会社海野塗装工業 2,223,000円

3 株式会社マルリョウ 2,400,000円

4 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 2,490,000円

5 株式会社平田建装 2,490,000円

備考 【概要】
宮本橋　　　　　　　　　かやと橋
　素地調整139.8㎡　　　　　素地調整34.1㎡
　錆止め139.8㎡　　　　　　錆止め34.1㎡
　上塗り139.8㎡　　　　　　上塗り34.1㎡
　　　　　　　　　　　　　 穴開き箇所補修工　3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 2015-00244 件名

内部発注番号 42700000000565
中央排水区Ｈ27その１工事設計委託入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 13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2323番地５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 4,300,000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 4,300,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 4,450,000円

3 有限会社三友測量設計 福生営業所 4,500,000円

4 株式会社プランニングマップ 4,550,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 4,570,000円

6 株式会社ふくみ 4,700,000円

備考 【概要】
設計業務（開削工法（内径1200ｍｍ未満）詳細設計230ｍ）一式
報告書作成　一式
設計協議　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00242 件名

内部発注番号 42700000000635
市道第1185号線改良工事入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 13時11分

予定価格 1,627,560円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生地内

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 鈴島建設株式会社

所在地 東京都福生市大字熊川１６３１番地３

落札金額 1,470,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 鈴島建設株式会社 1,470,000円 落札

2 株式会社塩田組 1,480,000円

3 有限会社村尾造園土木 1,490,000円

4 有限会社麻生マーク 1,500,000円

5 株式会社第一建設

辞退

備考 【概要】
施工延長　L=182.0m
施工幅員　W=2.12m～2.70m
 
透水性アスファルト舗装工　448.7㎡
不陸整正工　448.7㎡
 
※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 2015-00230 件名

内部発注番号 42700000000629
公害関係分析委託入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 13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内

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 エヌエス環境株式会社 東京営業所

所在地 東京都港区西新橋三丁目２４番９号

落札金額 1,680,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 エヌエス環境株式会社 東京営業所 1,680,000円 落札

2 株式会社上総環境調査センター 東京営業所 1,700,000円

3 株式会社環境管理センター 東京支社 2,570,000円

4 株式会社新環境分析センター 関東営業所 2,869,600円

5 株式会社総合環境分析 東京技術センター 3,060,000円

備考 【概要】
水質・大気等について分析業務を委託する。
１、多摩川合同採水分析　２、浮遊粉じん分析　３、燃料油分析「イオウ濃度」
４、大気汚染分析「二酸化窒素」　５、工場排水分析　６、地下水汚染調査「井戸水」
７、河川水質調査　８、雨水管水質調査「横田基地分」
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00231 件名

内部発注番号 42700000000554
福生第二小学校及び第一中学校プール給湯器取

替工事
入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 13時22分

予定価格 2,656,368円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川623番地外１箇所

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 2,375,910円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社森田工業所 2,375,910円 落札

2 株式会社吉田工務店 2,425,931円

3 株式会社桑林工業所 2,459,000円

4 安藤設備株式会社 2,459,600円

備考 【概要】
第二小学校　マルチ給湯器32号　４台取替
第一中学校　マルチ給湯器32号　４台取替
 
※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 2015-00248 件名

内部発注番号 42700000000647
自動車騒音調査等委託入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 13時25分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

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 エヌエス環境株式会社 東京営業所

所在地 東京都港区西新橋三丁目２４番９号

落札金額 1,730,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 エヌエス環境株式会社 東京営業所 1,730,000円 落札

2 株式会社フィールドテクノシステム 1,800,000円

3 中外テクノス株式会社 東京支社 2,600,000円

4 株式会社総合環境計画 東京支社 2,700,000円

5 株式会社新環境分析センター 関東営業所 2,957,000円

備考 【概要】
騒音規制法第17条及び第18条に基づき、福生市内における道路交通騒音の継続的監視として、幹線道路の自動車騒音等
の状況について調査を実施する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00247 件名

内部発注番号 42700000000665
高齢者口腔機能向上・栄養改善指導委託入札見積締切日時 2015年4月15日 17時00分

開札日時 2015年4月16日 13時30分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市が指定する施設

営業種目１ 190 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 株式会社ルネサンス

所在地 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号両国シティコア３階

落札金額 1,950,950円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ルネサンス 1,950,950円 落札

2 有限会社ハイライフサポート 2,520,000円

3 シンコースポーツ株式会社 西東京支店 3,300,000円

4 株式会社コアラ体育サービス 3,600,000円

5 株式会社コナミスポーツ＆ライフ

不参

備考 【概要】
二次予防事業対象高齢者及び一次予防事業対象高齢者に対する
介護予防のための高齢者口腔機能向上・栄養改善指導。
１クールあたりの単価契約とし、一次予防事業３クール（消費税課税）
及び二次予防事業２クール（消費税非課税）を実施予定。
 
※５クール分の推定総額にて行った。
※入札価格は税抜きです。


