
予定価格

落札金額

35,980,000

35,950,000

561,000

491,000

26,684,000

26,360,000

5,682,000

4,231,360

15,100,000

9,085,000

8,700,000

511,910

1,600,000

8,000,000

4,800,000

15,950,000

15,480,000

5,239,900

9,700,000

1,200,000

1,521,000

1,485,900

400,000

850,000

1,100,000

750,000

950,000

5 3 不調

21
かえで会館外７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

22 調査用品配送等委託

24 境界変更事業図書作成業務委託 ㈱アース設計コンサルタント 6 1

23
各小中学校建築設備定期検査報告
書作成委託

㈱京和建築事務所 5 1

20
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 1

19
松林会館外４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 4 1

18 緑地整備工事（その２） ㈲福生造園 5 1 事前公表案件

17
市道第73号線外舗装たわみ量調査
（FWD調査）委託

ニチレキ㈱ 東京営業所 5 1

16 地籍調査委託 ㈱プランニングマップ 6 1

15 土地評価業務委託 ㈲武蔵土地評価システム 6 1

14 プチギャラリー空調設備改良工事 八重洲工業㈱ 7 1 事前公表案件

13
立川第２排水区整備工事設計委託
（第２工区）

㈱ファースト設計 福生営業所 6 1

12 橋りょう改良工事設計委託 国際航業㈱ 多摩営業所 6 1

11 健康まつり会場設営・撤去等委託
㈱セブンサービス企画装飾 西
東京営業所

5 1

10
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

9 緑地整備工事 興國緑化㈱ 6 1 事前公表案件

8 道路ストック点検委託 国際航業㈱ 多摩営業所 7 1

7 臨時福祉給付金給付業務委託
 マンパワーグループ㈱ 6 1

6
消費者啓発「悪質商法・振り込め
詐欺ゼロキャンペーン」事業委託

㈱キョウエイアドインターナ
ショナル

6 1

5
下の川緑地せせらぎ遊歩道公園法
面防護工事

㈲村尾造園土木 7 1 事前公表案件

4 ライセンス購入（i-FILTERほか）
リコージャパン㈱ 首都圏事業
本部　西東京支社　西東京ＬＡ
営業部

5 1

3 重複・頻回受診者等訪問指導委託 5 1 不調

2
ライセンス購入（Server Suiteほ
か）

リコージャパン㈱ 首都圏事業本部
西東京支社　西東京ＬＡ営業部

5 1

1
福生第二中学校給食用設備整備工
事

井戸鉄建㈱ 9 1 事前公表案件

平成27年7月16日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00328 件名

内部発注番号 42700000002844
福生第二中学校給食用設備整備工事入札見積締切日時 2015年7月15日 17時00分

開札日時 2015年7月16日 9時02分

予定価格 38,858,400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 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 井戸鉄建株式会社

所在地 東京都青梅市今井三丁目6番17号

落札金額 35,950,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 井戸鉄建株式会社 35,950,000円 落札

2 清起工業株式会社

辞退

3 Ｙ・Ｋ・Ｎ株式会社 府中営業所

辞退

4 大谷建興株式会社

辞退

5 扶桑建設株式会社

辞退

6 林建設株式会社

辞退

7 昇和建設株式会社 多摩営業所

辞退

8 株式会社カトービルドシステム

辞退

9 瀬間工業株式会社

辞退

備考 【概要】
昇降機１基設置工事　一式
昇降機廻り内装工事　一式
昇降機廻り設備工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格32,053,000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 2015-00316 件名

内部発注番号 42700000002707
重複・頻回受診者等訪問指導委託入札見積締切日時 2015年7月15日 17時00分

開札日時 2015年7月16日 9時12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１ 190 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社タニタ

辞退

2 株式会社全国訪問健康指導協会

辞退

3 株式会社ユーエスキュア

辞退

4 ほけんし株式会社

辞退

5 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア

不参

備考 【概要】
【発注限度額】
・訪問指導対象者の抽出及び健康指導の実施
・訪問担当者の選出
・個人別訪問指導結果報告書の作成及び訪問指導事業実施結果の集計、分析、報告
 
※全者応札なしのため打ち切りとなりました。





 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00327 件名

内部発注番号 42700000002289
下の川緑地せせらぎ遊歩道公園法面防護工事入札見積締切日時 2015年7月15日 17時00分

開札日時 2015年7月16日 9時23分

予定価格 28,818,720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 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 26,360,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 26,360,000円 落札

2 株式会社共進造園 26,600,000円

3 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 26,680,000円

4 興國緑化株式会社 26,684,000円

5 有限会社福生造園

最低制限未満

6 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

7 株式会社第一建設

辞退

備考 【概要】
伐採・林床整備工　　　　3658.2㎡
植生マット布設工　　　　 120.0㎡
金網・ロープ設置工　　　3091.0㎡
アンカー設置工・岩盤用　　38.0本
アンカー設置工・土中用　　37.0本
ブロック張工　　　　　　　11.7㎡
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格22,715,000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 2015-00301 件名

内部発注番号 42700000002275
臨時福祉給付金給付業務委託入札見積締切日時 2015年7月15日 17時00分

開札日時 2015年7月16日 9時33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（福生市福祉保健部社会福祉課及び発注者の指定場所）

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 マンパワーグループ株式会社

所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号横浜ランドマークタワー

落札金額 4,231,360円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 マンパワーグループ株式会社 4,231,360円 落札

2 株式会社グローバルスタッフ 人材サービス部

辞退

3 株式会社ＫＤＤＩエボルバ

辞退

4 株式会社スタッフジャパン

辞退

5 株式会社ＫＤＳ 営業部

辞退

6 キャリアリンク株式会社

辞退

備考 【概要】
臨時福祉給付金の給付事務における市民からの電話の問合せ、窓口対応、申請書の受理、給付決定及び支払い業務に係
る人材の派遣
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00324 件名

内部発注番号 42700000002271
緑地整備工事入札見積締切日時 2015年7月15日 17時00分

開札日時 2015年7月16日 9時42分

予定価格 9,811,800円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川1386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 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 8,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 8,700,000円 落札

2 株式会社丸松造園 8,780,000円

3 株式会社共進造園 8,900,000円

4 立山産業株式会社 8,980,000円

5 有限会社福生造園 9,085,000円

6 有限会社英造園

不参

備考 【概要】
林床整備工　　　2,786㎡
木柵工　　　　　　282ｍ
既設木柵撤去工　　282ｍ
 
※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 2015-00314 件名

内部発注番号 42700000002668
健康まつり会場設営・撤去等委託入札見積締切日時 2015年7月15日 17時00分

開札日時 2015年7月16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 株式会社セブンサービス企画装飾 西東京営業所

所在地 東京都立川市錦町二丁目１番地３２号ハイムスージ３０２号室

落札金額 1,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社セブンサービス企画装飾 西東京営
業所

1,600,000円 落札

2 アースサポート株式会社 1,780,000円

3 株式会社フェスタル関東 東京営業所 2,000,000円

4 株式会社日本レクリエーシヨンサービスセンタ
ー

2,020,000円

5 株式会社セレスポ 西東京支店 3,620,000円

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 2015-00312 件名

内部発注番号 42700000002279
立川第２排水区整備工事設計委託（第２工区）入札見積締切日時 2015年7月15日 17時00分

開札日時 2015年7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 東京都福生市熊川1603～1663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 4,800,000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 4,800,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 4,950,000円

3 株式会社アース設計コンサルタント 5,080,000円

4 有限会社三友測量設計 福生営業所 5,100,000円

5 株式会社ふくみ 5,100,000円

6 国際測地株式会社 福生営業所 5,200,000円

備考 【概要】
詳細設計　開削工法（内径1200mm未満）　262m
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 2015-00306 件名

内部発注番号 42700000002371
土地評価業務委託入札見積締切日時 2015年7月15日 17時00分

開札日時 2015年7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１ 125 市場・補償鑑定関係調査業務 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 有限会社武蔵土地評価システム

所在地 東京都福生市牛浜１２８番地コート・アドバンス２０２

落札金額 5,239,900円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社武蔵土地評価システム 5,239,900円 落札

2 日本土地評価システム株式会社 東京本社 7,100,000円

3 株式会社パスコ 東京支店 7,230,000円

4 三和航測株式会社 12,000,000円

5 朝日航洋株式会社 東京空情支社 16,500,000円

6 国際航業株式会社 多摩営業所 28,000,000円

備考 【概要】
【３年間債務負担行為】
1.価格形成要因の調査・更新
2.路線形状の調査・更新、路線形状図の作成
3.時点修正路線価調整作業
4.地域内および隣接地域間のバランス検討
5.公開用路線価図基図の更新
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00311 件名

内部発注番号 42700000002663
市道第73号線外舗装たわみ量調査（FWD調査）委

託
入札見積締切日時 2015年7月15日 17時00分

開札日時 2015年7月16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 ニチレキ株式会社 東京営業所

所在地 東京都荒川区西尾久八丁目５０番１２号

落札金額 1,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ニチレキ株式会社 東京営業所 1,200,000円 落札

2 株式会社レインボー・コンサルタント 2,000,000円

3 株式会社福山コンサルタント 東京支社 9,800,000円

4 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 関東支店

辞退

5 八千代エンジニヤリング株式会社 総合事業本
部 不参

備考 【概要】
舗装構造調査（FWD調査）一式
舗装構成調査　一式
舗装の健全度調査　一式
補修工法の検討　一式
調査路線①市道第73号線②市道第188号線③市道第140号線④市道幹線Ⅱ-6号線⑤市道第66号線⑥市道武蔵野台52号
線
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00305 件名

内部発注番号 42700000002665
松林会館外４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 2015年7月15日 17時00分

開札日時 2015年7月16日 10時45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一丁目15番地１外４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 400,000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 400,000円 落札

2 新井設計株式会社 500,000円

3 株式会社京和建築事務所 550,000円

4 モリタ構造設計室 880,000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 2015-00309 件名

内部発注番号 42700000002667
かえで会館外７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 2015年7月15日 17時00分

開札日時 2015年7月16日 10時55分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平一丁目20番地６外７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 1,100,000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 1,100,000円 落札

2 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,240,000円

3 有限会社小林建築設計工房 1,300,000円

4 モリタ構造設計室 2,000,000円

5 株式会社池下設計 5,500,000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 2015-00310 件名

内部発注番号 42700000002717
各小中学校建築設備定期検査報告書作成委託入札見積締切日時 2015年7月15日 17時00分

開札日時 2015年7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 東京都福生市大字福生1055番地外９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 750,000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 750,000円 落札

2 有限会社ティエム建築デザイン研究所 760,000円

3 株式会社古賀建築事務所 850,000円

4 株式会社藤澤設計 900,000円

5 モリタ構造設計室 1,750,000円

備考 【概要】
建築設備定期検査報告書作成　一式
 
※入札価格は税抜きです。




