
予定価格

落札金額

4,200,000

35,040,000

29,308,000

28,500,000

4,790,000

3,255,000

2,796,000

23,790,000

4,854,000

4,650,000

4,900,800

7,550,000

3,060,000

18,746,000

17,880,000

6,214,800

33,408,000

32,800,000

1,731,000

3,000,000

787,400

1,600,000

934,000

2,773,000

2,600,000

1,639,000

2,454,000

1,900,000

2,733,000

2,430,000

1,358,000

5 1 事前公表案件

20 市民文化祭展示会場設営委託 ㈱シミズオクト 5 2

※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。

18 福生五小　楽器購入（備品） ㈱かたばみ楽器 5 1

19 維持管理補修工事H28その５ 鈴島建設㈱

23 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

22 市営住宅内装改良工事（その４） ㈲ルミエール・シバタ 5 1 事前公表案件

21 市営住宅解体除却工事 ㈱アイ・エス・ディー 5 1 事前公表案件

17
防災食育センター整備に伴う境界
標設置委託

㈱アース設計コンサルタント 5 1

16 旧東海居防犯カメラ借上 東洋通信工業㈱ 5 1

15
学校給食センター解体除却工事設
計委託

㈱京和建築事務所 6 1

14
生活保護等版レセプト管理システ
ム機器借上

㈱ＪＥＣＣ 5 1

13
下水道長寿命化管更生及び内面補
修工事

三喜技研工業㈱ 9 1 事前公表案件

12 電算機借上（タブレットPC） ＮＥＣキャピタルソリューション㈱ 6 1

11 下水道長寿命化布設替工事 鈴木土建㈱ 7 1 事前公表案件

10
福生市郷土資料室収蔵管理公開シ
ステム電算機借上

リコーリース㈱ 6 1

9
立川第２排水区整備工事設計委託
（第３工区）

㈱ファースト設計 福生営業所 5 1

8
福生市郷土資料室収蔵管理公開シ
ステムプログラム使用

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱ 6 1

7 市道第202号線改良工事 ㈱塩田組 6 1 事前公表案件

6
電算機借上（Ｈ28基幹系仮想クラ
イアント）

富士通リース㈱ 7 1

5 市道第231号線外１改良工事 ㈲村尾造園土木 6 1 事前公表案件

4 公用車（市長車）購入 ㈱交運社 6 1

3
武蔵野台テニスコート照明灯改良
工事

㈲モリヤ電気 9 1 事前公表案件

2
防災食育センター給食用備品（給
食配送用車両）購入

㈲村野モータース 9 1 議会の議決後、契約予定

1 道路台帳平面図等補正委託 ㈱プランニングマップ 5 1

平成28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





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00337 件名

内部発注番号 3012
防災食育センター給食用備品（給食配送用車両

）購入
入札見積締切日時 2016年8月17日 17時00分

開札日時 2016年8月18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 東京都福生市大字熊川1606番地１外

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 35,040,000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 35,040,000円 落札

2 森田自動車 36,000,000円

3 株式会社ムサシ 37,425,600円

4 中西モータース 37,800,000円

5 株式会社交運社 38,000,000円

6 マルダイオート株式会社 38,340,000円

7 株式会社オートサービスオオギミ 41,495,280円

8 三七三自動車商会

不参

9 フジミ自動車興業株式会社

不参

備考 【概要】
防災食育センターで使用する給食配送用車両一式
１給食配送用２トントラック　６台
２車体架装
３諸費用
 
※議会の議決後、契約予定。
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00328 件名

内部発注番号 2797
公用車（市長車）購入入札見積締切日時 2016年8月17日 17時00分

開札日時 2016年8月18日 9時19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１ 010 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 4,790,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社交運社 4,790,000円 落札

2 有限会社村野モータース 4,880,000円

3 森田自動車 4,900,000円

4 三七三自動車商会

不参

5 中西モータース

不参

6 フジミ自動車興業株式会社

不参

備考 【概要】
市長車（ハイブリッド車）１台
 
※入札価格は税込みです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00332 件名

内部発注番号 2966
電算機借上（Ｈ28基幹系仮想クライアント）入札見積締切日時 2016年8月17日 17時00分

開札日時 2016年8月18日 9時28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 23,790,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 23,790,000円 落札

2 日立キャピタル株式会社

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 リコーリース株式会社

辞退

5 芙蓉総合リース株式会社

辞退

6 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

7 日本電子計算株式会社

不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
情報セキュリティ強化対策として、マイナンバー利用事務系端末に画面転送によるＬＧＷＡＮ系仮想端末を配備するため、必
要なサーバ機器等の借上を行う。
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00340 件名

内部発注番号 2899
福生市郷土資料室収蔵管理公開システムプログ

ラム使用
入札見積締切日時 2016年8月17日 17時00分

開札日時 2016年8月18日 9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 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

所在地 東京都立川市曙町二丁目２０番５号

落札金額 4,900,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 4,900,800円 落札

2 富士通リース株式会社 5,088,000円

3 興銀リース株式会社

辞退

4 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

5 リコーリース株式会社

辞退

6 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
収蔵品管理システム（SaaS版）導入初期費用１式・利用料60ヶ月
クライアント設定、ソフトインストール設定１式、既存ホームページリニューアル費用１式
公開用WEBレンタルサーバー１式、ドメイン更新費60ヶ月
ホームページ関連事務手続代行費60ヶ月外
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00339 件名

内部発注番号 2898
福生市郷土資料室収蔵管理公開システム電算機

借上
入札見積締切日時 2016年8月17日 17時00分

開札日時 2016年8月18日 9時50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 リコーリース株式会社

所在地 東京都江東区東雲一丁目７番１２号

落札金額 3,060,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 リコーリース株式会社 3,060,000円 落札

2 井上事務機事務用品株式会社 3,120,000円

3 三菱電機クレジット株式会社

辞退

4 日立キャピタル株式会社

辞退

5 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

6 富士通リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
収蔵品管理用ノートパソコン４台　、収蔵品管理用デスクトップパソコン１台
Ａ３カラーレーザープリンタ１台、Ａ３カラーイメージスキャナ１台
デジタル一眼レフカメラ１台、ネットワーク対応ハードディスク１台
ＬＡＮ接続機器１式、アンチウイルスソフト１式、機器搬入・据付調整１式
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00329 件名

内部発注番号 2945
電算機借上（タブレットPC）入札見積締切日時 2016年8月17日 17時00分

開札日時 2016年8月18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 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

所在地 東京都立川市曙町二丁目２０番５号

落札金額 6,214,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 6,214,800円 落札

2 富士通リース株式会社 6,216,000円

3 日立キャピタル株式会社

辞退

4 リコーリース株式会社

辞退

5 ＮＴＴファイナンス株式会社

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】
タブレットPC　25台
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00331 件名

内部発注番号 3112
生活保護等版レセプト管理システム機器借上入札見積締切日時 2016年8月17日 17時00分

開札日時 2016年8月18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 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 1,731,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ 1,731,000円 落札

2 日通商事株式会社 東京支店 1,746,000円

3 富士通リース株式会社 1,767,000円

4 日立キャピタル株式会社

辞退

5 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
生活保護等版レセプト管理システム用機器（端末、プリンタ等）借上
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00330 件名

内部発注番号 3160
旧東海居防犯カメラ借上入札見積締切日時 2016年8月17日 17時00分

開札日時 2016年8月18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1773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 東洋通信工業株式会社

所在地 東京都新宿区新宿六丁目２５番７号

落札金額 787,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東洋通信工業株式会社 787,400円 落札

2 綜合警備保障株式会社 南多摩支社 1,302,000円

3 株式会社セキュリティハウス西東京 1,876,000円

4 株式会社日立ビルシステム 東京総支社

辞退

5 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【31箇月長期継続契約】
・監視カメラ設置　４台（38万画素以上）　　　　・モニター　１台（17インチ以上）
・録画機器　　　　１台（搭載容量１TB以上）　　・録画機器及びモニター用ラック１台
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00327 件名

内部発注番号 2361
福生五小　楽器購入（備品）入札見積締切日時 2016年8月17日 17時00分

開札日時 2016年8月18日 10時36分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園一丁目２番地２

営業種目１ 003 学校教材・運動用品・楽器 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 株式会社かたばみ楽器

所在地 東京都福生市大字福生７６８番地

落札金額 934,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社かたばみ楽器 934,000円 落札

2 株式会社名曲堂 1,053,000円

3 有限会社宮崎楽器

辞退

4 株式会社宮地商会 小金井支店

不参

5 株式会社下倉楽器 八王子店

不参

備考 【概要】
アコーディオン27鍵　ソプラノ/アルト　各１台
アコーディオン32鍵　ソプラノ/アルト　各１台
学校用オルガン　２種類　各１台
低音オルガン　１台
アコースティックバイオリン　３台
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00346 件名

内部発注番号 2749
市民文化祭展示会場設営委託入札見積締切日時 2016年8月17日 17時00分

開札日時 2016年8月18日 13時08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2455番地（福生市民会館・公民館）、福生市牛浜163番地（さくら会館）

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 株式会社シミズオクト

所在地 東京都新宿区高田馬場四丁目３９番１号

落札金額 1,639,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社シミズオクト 1,689,000円 1,639,000円 落札

2 株式会社協栄 多摩支店 2,030,000円

辞退

3 株式会社セブンサービス企画装飾 西東京営
業所 辞退 ＊＊

4 三和舞台株式会社

辞退 ＊＊

5 株式会社日本レクリエーシヨンサービスセンタ
ー 辞退 ＊＊

備考 【概要】
市民文化祭　展示部門会場の設営及び撤去
会場設営：10月27日（木）　午前９時～午後９時
会場撤去：10月30日（日）　午後４時～午後９時
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00348 件名

内部発注番号 3113
市営住宅内装改良工事（その４）入札見積締切日時 2016年8月17日 17時00分

開札日時 2016年8月18日 10時56分

予定価格 2,951,640円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生921番地外

業種 3600 内装仕上

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社ルミエール・シバタ

所在地 東京都福生市武蔵野台一丁目５番地２６

落札金額 2,430,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ルミエール・シバタ 2,430,000円 落札

2 有限会社秋元 2,690,000円

3 株式会社平田建装 2,733,000円

4 株式会社大倉商店

辞退

5 株式会社水井装備

無効

備考 【概要】
住宅内装改良工事　一式
 
※入札価格は税抜きです。




