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平成27年８月18日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 立川第２排水区整備工事（第１工区） ㈱田村工務店 2 1 事前公表案件

2 電算機借上（戸籍システム） 日立キャピタル㈱ 7 1

3 白梅会館屋上等防水改良工事 ㈱織田建装工業 6 1 事前公表案件

4 電算機借上（土木積算システム用機器等） 富士通リース㈱ 5 1

5 道路台帳平面図等補正委託 ㈱プランニングマップ 6 1

6 調査用品配送委託 北多摩運送㈱ 4 1

7 乳がん・子宮頸がん集団検診委託 医療法人クレモナ会 5 1

8 特定保健指導委託 ㈲ハイライフサポート 6 1

9 管渠清掃委託（大型清掃） ㈱スイーピングサービス 5 1

10 市民文化祭展示会場設営委託 ㈱シミズオクト 5 1

11 備品購入（パソコン） クサジマ電器㈱ 5 1

12 重複・頻回受診者等訪問指導委託 13 1 不調



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00319 件名

内部発注番号 42700000002399
立川第２排水区整備工事（第１工区）入札見積締切日時 2015年8月17日 17時00分

開札日時 2015年8月18日 9時00分

予定価格 54,966,600円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川1603～1663番地先

業種 0500 下水道施設工事

入札方式 01 一般競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社田村工務店

所在地 東京都羽村市緑ヶ丘五丁目１番地３

落札金額 46,750,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社田村工務店 46,750,000円 落札

2 鈴島建設株式会社

辞退

備考 【概要】
雨水管φ600　12.57m
　　　φ500 216.3m
φ250 35.61m
雨水人孔設置　１号人孔　６基
　　　　　　　２号人孔　２基
付帯工　１式
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格43,607,000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 2015-00335 件名

内部発注番号 42700000003121
白梅会館屋上等防水改良工事入札見積締切日時 2015年8月17日 17時00分

開札日時 2015年8月18日 9時16分

予定価格 5,212,080円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川559番地１

業種 3900 防水

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社織田建装工業

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木５３７番地６３

落札金額 3,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社織田建装工業 3,900,000円 落札

2 株式会社船戸建装 4,200,000円

3 有限会社秋元 4,246,000円

4 株式会社平田建装 4,343,400円

5 有限会社昭和防水工事 4,350,000円

6 有限会社海野塗装工業 4,490,000円

備考 【概要】
屋上防水･･･390.6㎡
ドレン改修･･･６箇所
脱気筒改修･･･８箇所　外
 
※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 2015-00336 件名

内部発注番号 42700000003120
道路台帳平面図等補正委託入札見積締切日時 2015年8月17日 17時00分

開札日時 2015年8月18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 株式会社プランニングマップ

所在地 東京都福生市加美平三丁目３４番地１６

落札金額 5,250,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社プランニングマップ 5,250,000円 落札

2 有限会社三友測量設計 福生営業所 5,390,000円

3 株式会社ふくみ 5,500,000円

4 株式会社ファースト設計 福生営業所 5,500,000円

5 国際測地株式会社 福生営業所 5,600,000円

6 株式会社アース設計コンサルタント 5,600,000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　0.005k㎡
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00344 件名

内部発注番号 42700000003238
乳がん・子宮頸がん集団検診委託入札見積締切日時 2015年8月17日 17時00分

開札日時 2015年8月18日 9時31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１ 122 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 医療法人クレモナ会

所在地 埼玉県熊谷市三ケ尻４８番地

落札金額 1,358,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人クレモナ会 1,358,000円 落札

2 公益財団法人東京都予防医学協会

辞退

3 公益財団法人河野臨牀医学研究所

辞退

4 医療法人財団暁

辞退

5 メディカルインスペクションクリニック

辞退

備考 【概要】
検診車による乳がん・子宮頸がん検診（集団検診）
対象：乳がん…40歳以上　子宮頸がん…20歳以上　平成27年４月１日現在
予定人員　乳がん検診（自己負担有）　　　70人
　　　　　乳がん検診（自己負担無）　　　70人
　　　　　子宮頸がん検診　　　　　　　 140人
　　　　　合計　　　　　　　　　　　　 280人（延人数）
 
※推定総額にて行った。
※入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00337 件名

内部発注番号 42700000003167
特定保健指導委託入札見積締切日時 2015年8月17日 17時00分

開札日時 2015年8月18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 東京都福生市市の指定した場所(市内施設)

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 有限会社ハイライフサポート

所在地 神奈川県川崎市多摩区三田三丁目２番地６－１０６

落札金額 1,957,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ハイライフサポート 1,957,400円 落札

2 株式会社カイテック 2,061,750円

3 株式会社現代けんこう出版 3,055,250円

4 ヘルスケア・コミッティー株式会社

辞退

5 株式会社コナミスポーツ＆ライフ

辞退

6 株式会社タニタ

辞退

備考 【概要】
特定保健指導が必要と判定された国民健康保険被保険者に対し、生活習慣の改善に係る行動変容を目的とした保健指導
を実施する。
　対象者　約710名
　積極的支援参加者　　約45名
　動機付け支援参加者　約130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 2015-00343 件名

内部発注番号 42700000003124
管渠清掃委託（大型清掃）入札見積締切日時 2015年8月17日 17時00分

開札日時 2015年8月18日 9時42分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

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 830,000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 830,000円 落札

2 株式会社加藤商事 西多摩支店 880,000円

3 有限会社常盤組 900,000円

4 株式会社京葉興業 930,000円

5 有限会社中村組

不参

備考 【概要】
市内の下水道管渠の定期清掃を行う
 
※入札価格は税抜きです。







 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00345 件名

内部発注番号 42700000003634
重複・頻回受診者等訪問指導委託入札見積締切日時 2015年8月17日 17時00分

開札日時 2015年8月18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 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア 2,130,000円

2 株式会社コナミスポーツ＆ライフ

辞退

3 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

辞退

4 株式会社エム・エイチ・アイ

辞退

5 株式会社名豊

辞退

6 テンプスタッフ・ライフサポート株式会社

辞退

7 株式会社日本サポートサービス

辞退

8 株式会社ルネサンス

辞退

9 株式会社日本生科学研究所

不参

10 株式会社現代けんこう出版

不参

11 株式会社保健同人社

不参

12 株式会社東洋システムサイエンス

不参

13 特定非営利活動法人ヘルスサービスＲ＆Ｄセ
ンター 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
 
※入札価格は税抜きです。
※打ち切りとなりました。


