
予定価格

落札金額

760,000

4,030,000

5,183,940

36,114,000

1,485,687

18,798,000

4,657,000

4,090,000

2,988,000

2,483,000

1,540,000

15,192,000

14,430,000

800,000

2,303,000

2,230,000

1,308,000

20,860,000

20,000,000

980,000

8,649,000

5,950,000

13,946,000

12,250,000

1,580,000

1,670,000

1,485,000

※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。

21 各小中学校プール施設保守委託 ㈱桑林工業所 4 2 不調随契

20 自動車騒音調査等委託 エヌエス環境㈱ 東京営業所 5 1

19 公害関係分析委託 エヌエス環境㈱ 東京営業所 5 1

18
福生南部第１処理分区H28その１工
事

㈱田村工務店 7 1 事前公表案件

17
福生第一小学校外２校放送設備更
新工事

㈲ニコウ技研 6 1 事前公表案件

16 市道幹線Ⅱ－２号線測量委託 ㈱プランニングマップ 6 1

15
福生第一中学校外１箇所配膳室整
備工事

㈱島田組 福生営業所 7 1 事前公表案件

14 電算機借上（ＣＭＳサーバ） ㈱ＪＥＣＣ 5 1

13 私道整備その１工事 鈴島建設㈱ 5 1 事前公表案件

12
古民家ギャラリー用ＬＥＤスポッ
ト照明購入

㈱丹青社 5 1

11 福生第一中学校プール改良工事 田中工業㈱ 7 1 事前公表案件

10 天然ガス自動車ガスタンク購入 ㈲村野モータース 6 1

9 子ども応援館改修工事 ㈱水井装備 6 1 事前公表案件

8 郵便料金計器借上 5 1 不調

7
第二市営住宅外階段等塗装工事
（３・４号棟）

㈲海野塗装工業 6 1 事前公表案件

6
電算機借上（H28仮想クライアン
ト）

日立キャピタル㈱ 7 1

5 高齢者認知症予防教室委託 医療法人社団和風会 5 1

4
議場放送設備機器借上（議場及び
委員会室）

芙蓉総合リース㈱ 9 1

3 複合型介護予防教室委託 医療法人社団和風会 7 1

2 ホイールローダー購入 ㈱交運社 6 1

1
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 2 不調随契

平成28年４月21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 2016-00249 件名

内部発注番号 254
ホイールローダー購入入札見積締切日時 2016年4月20日 17時00分

開札日時 2016年4月21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 東京都福生市熊川1566番地４　福生市リサイクルセンター

営業種目１ 010 自動車・自転車 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 株式会社交運社

所在地 東京都福生市大字福生６５４番地

落札金額 4,030,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社交運社 4,030,000円 落札

2 有限会社村野モータース 4,100,000円

3 中西モータース 4,100,000円

4 森田自動車 4,120,000円

5 三七三自動車商会 4,150,000円

6 フジミ自動車興業株式会社

不参

備考 【概要】
ホイールローダー購入一式。
　ROPSキャノピ仕様、バケット容量0.5&#13221;(BOC付、幅1,690mm)、小型特殊自動車仕様、国土交通省第３次排ガス基準
適合車、情報衛星端末搭載車、フラッシュビーコン(黄色)、ノーパンクスペアタイヤ(４本リム付)、バックブザー、タイヤチェーン
(１台分)、文字入れ、名義登録及び道路維持作業車両手続き。
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00236 件名

内部発注番号 536
議場放送設備機器借上（議場及び委員会室）入札見積締切日時 2016年4月20日 17時00分

開札日時 2016年4月21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１ 131 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 芙蓉総合リース株式会社

所在地 東京都千代田区三崎町三丁目３番２３号ニチレイビル

落札金額 36,114,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 芙蓉総合リース株式会社 36,114,000円 落札

2 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社

37,650,000円

3 株式会社会議録研究所

辞退

4 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

5 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

6 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

7 東京センチュリーリース株式会社

辞退

8 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

9 株式会社ぎじろくセンター 東京営業所

不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
　議場の映像・音響設備及び委員会室の音響設備機器等についての賃貸借
・議場　映像音響設備（議長・局長・演壇・質問・議員・理事者・事務局操作席、機器収納架及び議場内機器）
・委員会室　音響設備（会議ユニット、機器収納架及び委員会室内機器）
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00237 件名

内部発注番号 559
電算機借上（H28仮想クライアント）入札見積締切日時 2016年4月20日 17時00分

開札日時 2016年4月21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 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 18,798,000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 18,798,000円 落札

2 株式会社ＪＥＣＣ 19,080,000円

3 富士通リース株式会社 19,128,000円

4 芙蓉総合リース株式会社

辞退

5 リコーリース株式会社

辞退

6 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

7 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
情報系端末として仮想クライアントを１１０台導入し、住民情報系ネットワークの端末を情報系ネットワークから分離することで
セキュリティの向上を図るため、仮想クライアント導入に伴うホストサーバ等の機器の借上を行う。
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00238 件名

内部発注番号 570
郵便料金計器借上入札見積締切日時 2016年4月20日 17時00分

開札日時 2016年4月21日 9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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

2 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

3 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社 辞退

4 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

5 日通商事株式会社 東京支店

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
郵便料金計器（計器１台）の借上を行う。
・郵政事業株式会社が認可した郵便料金計器であること
・封筒の自動送り装置が付いていること
・自動計量により、封筒に郵便料金が押印できること等
 
※全者応札なしのため、打切りとなりました。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00239 件名

内部発注番号 583
天然ガス自動車ガスタンク購入入札見積締切日時 2016年4月20日 17時00分

開札日時 2016年4月21日 9時52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1573番地１

営業種目１ 010 自動車・自転車 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 有限会社村野モータース

所在地 東京都福生市大字福生２６７番地

落札金額 1,540,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村野モータース 1,540,000円 落札

2 三七三自動車商会 1,570,000円

3 森田自動車 1,580,000円

4 中西モータース 1,585,000円

5 株式会社交運社 1,600,000円

6 フジミ自動車興業株式会社

不参

備考 【概要】
CNGタンク　　　　左右各１個
取付備品　　 　　　　　１式
CNGタンク交換費　　　　１式
旧CNGタンク処理費　　　１式
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00248 件名

内部発注番号 588
古民家ギャラリー用ＬＥＤスポット照明購入入札見積締切日時 2016年4月20日 17時00分

開札日時 2016年4月21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 東京都福生市福生1158番地

営業種目１ 009 家電・カメラ・厨房機器等 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 090 その他の物品 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 株式会社丹青社

所在地 東京都港区港南一丁目２番７０号

落札金額 800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社丹青社 800,000円 落札

2 佐藤電気株式会社 940,000円

3 株式会社大坂屋 949,500円

4 共栄音響株式会社 1,026,000円

5 株式会社システムエンジニアリング

辞退

備考 【概要】
古民家ギャラリー用にＬＥＤスポット照明３０個を購入するもの。
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00241 件名

内部発注番号 593
電算機借上（ＣＭＳサーバ）入札見積締切日時 2016年4月20日 17時00分

開札日時 2016年4月21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ＪＥＣＣ

所在地 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

落札金額 1,308,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ 1,308,000円 落札

2 ＮＴＴファイナンス株式会社 1,320,000円

3 富士通リース株式会社

辞退

4 日立キャピタル株式会社

辞退

5 昭和リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
ＣＭＳサーバ　一式
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00242 件名

内部発注番号 415
市道幹線Ⅱ－２号線測量委託入札見積締切日時 2016年4月20日 17時00分

開札日時 2016年4月21日 10時21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

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 980,000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 980,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 1,000,000円

3 株式会社ふくみ 1,050,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 1,050,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 1,100,000円

6 有限会社三友測量設計 福生営業所

不参

備考 【概要】
市道幹線Ⅱ－２号線改良工事に伴い、境界標識を設置する。
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00243 件名

内部発注番号 546
福生南部第１処理分区H28その１工事入札見積締切日時 2016年4月20日 17時00分

開札日時 2016年4月21日 10時36分

予定価格 15,061,680円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市志茂38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 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 12,250,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社田村工務店 12,250,000円 落札

2 鈴木土建株式会社 13,900,000円

3 株式会社第一建設 13,940,000円

4 株式会社桑林工業所 13,946,000円

5 有限会社村尾造園土木

辞退

6 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

7 鈴島建設株式会社

辞退

備考 【概要】
管布設及び人孔設置工　新設汚水管　VUφ200　L=84.50m
　　　　　　　　　　　新設人孔　　１号３基　小型塩ビ２基
既設管撤去工　　　　　既設汚水管　HPφ250　L=94.85m
　　　　　　　　　　　既設人孔　　１号４基
取付管工　　一式　　　
付帯工　　　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格11,769,000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 2016-00244 件名

内部発注番号 574
公害関係分析委託入札見積締切日時 2016年4月20日 17時00分

開札日時 2016年4月21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 1,580,000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 1,580,000円 落札

2 株式会社サンコー環境調査センター 多摩営業
所

1,980,000円

3 株式会社上総環境調査センター 東京営業所 2,000,000円

4 株式会社新環境分析センター 関東営業所 2,453,600円

5 株式会社日本公害管理センター 八王子事業
所

3,549,100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　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。






