
予定価格

落札金額

20,300,000

1,056,000

2,378,000

2,290,000

1,662,210

2,294,000

2,290,000

858,000

398,000

1,593,000

2,600,000
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4,077,000

平成27年９月17日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1
容器包装プラスチック選別圧縮梱包委託
（平成28年度分）

㈱加藤商事 西多摩支店 7 1

2 福生第四小学校緞帳購入 ㈱多摩エンドレス 5 1

3 市道第1101号線雨水管整備外舗装補修工事 成友興業㈱ 福生営業所 5 1 事前公表案件

4 折りたたみテント購入 ㈱マルミ運動具店 5 1

5 私道整備その１工事 成友興業㈱ 福生営業所 5 1 事前公表案件

6
電算機借上（共通番号制度中間サーバ接続
端末等）

ＮＴＴファイナンス㈱ 5 1

7 公園遊具点検委託 ㈱シンテン 4 1

8 電算機借上（統合端末） 富士通リース㈱ 5 1

9 市道第140号線改良工事測量・設計委託 ㈱ふくみ 6 1

10 文書管理システム機器借上 富士通リース㈱ 6 1

11 文書管理システム使用 富士通リース㈱ 6 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00355 件名

内部発注番号 42700000003957
容器包装プラスチック選別圧縮梱包委託（平成

28年度分）
入札見積締切日時 2015年9月16日 17時00分

開札日時 2015年9月17日 9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 20,300,000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 20,300,000円 落札

2 株式会社リステム 20,880,000円

3 環衛サービス株式会社 22,040,000円

4 株式会社市川環境エンジニアリング 東京支店 27,260,000円

5 比留間運送株式会社 28,420,000円

6 ＪＦＥ環境株式会社 本社

辞退

7 太誠産業株式会社

不参

備考 【概要】
年間委託
　リサイクルセンターに搬入された容器包装プラスチックを、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へ搬出するため、容
器包装プラスチックの選別・圧縮・梱包・保管を委託する。
 
※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 2015-00353 件名

内部発注番号 42700000003962
市道第1101号線雨水管整備外舗装補修工事入札見積締切日時 2015年9月16日 17時00分

開札日時 2015年9月17日 9時10分

予定価格 2,568,240円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜、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 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 2,290,000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 2,290,000円 落札

2 有限会社麻生マーク

辞退

3 有限会社村尾造園土木

辞退

4 株式会社塩田組

辞退

5 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

備考 【概要】
市道第1101号線
管布設工　Ｌ＝22.1ｍ　取付管工　Ｌ＝2.7ｍ　集水ます設置　1箇所
舗装復旧　一式
市道第1159号線
アスファルト舗装工　61.7㎡
区画線工　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 2015-00354 件名

内部発注番号 42700000003963
私道整備その１工事入札見積締切日時 2015年9月16日 17時00分

開札日時 2015年9月17日 9時20分

予定価格 2,477,520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 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 2,290,000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 2,290,000円 落札

2 多摩ライン株式会社

辞退

3 株式会社共進造園

辞退

4 株式会社塩田組

辞退

5 鈴島建設株式会社

辞退

備考 【概要】
私道整備を行う。
 
延長　Ｌ＝34.75ｍ
復員　Ｗ＝4.0ｍ
 
Ｌ形側溝工、管きょ工、集水ます工　一式　アスファルト舗装工（簡易Ⅲ型）127.3㎡
 
※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 2015-00352 件名

内部発注番号 42700000003964
公園遊具点検委託入札見積締切日時 2015年9月16日 17時00分

開札日時 2015年9月17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 株式会社シンテン

所在地 埼玉県戸田市氷川町二丁目12番7号

落札金額 398,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社シンテン 398,000円 落札

2 株式会社トレジャーボックス 東京支店 445,000円

3 株式会社トッケン 東京営業所 490,000円

4 株式会社保全屋 780,000円

備考 【概要】
遊具点検（劣化点検）市内68公園　295基
事前打合せ・調査報告書　１式
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00356 件名

内部発注番号 42700000004074
市道第140号線改良工事測量・設計委託入札見積締切日時 2015年9月16日 17時00分

開札日時 2015年9月17日 9時46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

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 株式会社ファースト設計 福生営業所 2,800,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 2,800,000円

4 有限会社三友測量設計 福生営業所 2,830,000円

5 株式会社プランニングマップ 2,950,000円

6 株式会社アース設計コンサルタント 2,980,000円

備考 【概要】
路線測量　一式
作業計画、現地踏査、線形決定、IP設置、中心線測量、仮B.M.設置測量、縦断測量、横断測量、用地幅杭設置測量、打合せ
協議
道路詳細設計　一式
設計計画及び施工計画、現地踏査、平面縦断設計、横断設計、道路付帯構造物・小構造物設計、設計図、数量計算、照査
、報告書作成、設計協議
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00362 件名

内部発注番号 42700000004005
文書管理システム使用入札見積締切日時 2015年9月16日 17時00分

開札日時 2015年9月17日 9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 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 4,077,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 4,077,000円 落札

2 株式会社ＪＥＣＣ 4,140,000円

3 カシオリース株式会社

辞退

4 昭和リース株式会社

辞退

5 日立キャピタル株式会社

辞退

6 日本電子計算株式会社

不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
 
文書管理システムを使用し、文書の収受、起案、保存等の管理を行う。
 
※入札価格は税抜きです。


