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平成29年４月26日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 複合型介護予防教室委託 医療法人社団和風会 6 1

2
立川第２排水区H29その１工事（市
道第288号線付近）

㈲村尾造園土木 6 1 事前公表案件

3 高齢者認知症予防教室委託 医療法人社団和風会 5 1

4
もくせい会館備品購入（事務機
器）

㈱ヒノデン福生支店 6 1

5
多摩川中央公園園路改修工事設計
委託

㈱アース設計コンサルタント 5 1

6
もくせい会館備品購入（ブライン
ドカーテン外）

㈲ルミエール・シバタ 4 1

7 自動車騒音調査等委託 サクラ環境センサス㈱ 5 1

8
もくせい会館備品購入（移動式ス
テージ外）

㈲ヤマシン 5 1

9 公害関係分析委託 エヌエス環境㈱ 東京営業所 5 1

10
リサイクルセンターペットボトル
減容機改良工事設計委託

新井設計㈱ 5 1

11 各小・中学校プール施設保守委託 ㈱桑林工業所 5 1

12 学童クラブ防犯カメラ借上 ＩＢＪＬ東芝リース㈱ 6 1

13
中央排水区H29その1工事設計委託
（福生第一中学校付近）

㈱ファースト設計 福生営業所 6 1

14 児童館防犯カメラ借上 ㈱セキュリティハウス西東京 5 1

15
インターネット回線用電算機借上
（ふっさっ子の広場事業）

井上事務機事務用品㈱ 5 1

16
電算機借上（市立図書館電算シス
テムその２）

日本教育情報機器㈱ 5 1

17 公用車購入（保健センター） 森田自動車 6 1

※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（１、３、17、18を除く）。

18 道路パトロール車購入 ㈲村野モータース 6 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00213 件名

内部発注番号 451
複合型介護予防教室委託入札見積締切日時 2017年4月25日 17時00分

開札日時 2017年4月26日 9時02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199番地１　わかたけ会館外３箇所

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 医療法人社団和風会

所在地 東京都青梅市長淵九丁目１４１２番地の４

落札金額 4,613,700円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団和風会 4,613,700円 落札

2 東京体育機器株式会社 5,078,000円

3 有限会社ハイライフサポート 6,440,000円

4 株式会社ジェイレック 調布支店 7,344,000円

5 株式会社ジャパンスポーツ

辞退

6 株式会社ルネサンス

辞退

備考 【概要】
介護認定のない65歳以上の高齢者に対する、介護予防のための教室。介護予防の講座、運動器の機能向上、口腔機能向
上、栄養改善のプログラムを複合的に実施する教室。1クールあたりの単価契約とし、12クールを実施予定。
 
※12クール分の推定総額にて入札を行った。
※入札価格は税込みです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00214 件名

内部発注番号 476
高齢者認知症予防教室委託入札見積締切日時 2017年4月25日 17時00分

開札日時 2017年4月26日 9時23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二丁目13番地１　福祉センター

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 医療法人社団和風会

所在地 東京都青梅市長淵九丁目１４１２番地の４

落札金額 1,262,829円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団和風会 1,262,829円 落札

2 株式会社ルネサンス 1,566,576円

3 有限会社ハイライフサポート 1,600,000円

4 株式会社ジェイレック 調布支店 1,836,000円

5 株式会社ティップネス

不参

備考 【概要】
介護認定のない65歳以上の高齢者に対する、介護予防のための認知症予防プログラムを実施する。１クールあたりの単価
契約とし、３クールを実施予定。
 
※３クール分の推定総額にて入札を行った。
※入札価格は税込みです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00217 件名

内部発注番号 514
多摩川中央公園園路改修工事設計委託入札見積締切日時 2017年4月25日 17時00分

開札日時 2017年4月26日 9時41分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園一丁目

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 株式会社アース設計コンサルタント

所在地 東京都福生市北田園二丁目２０番１０号

落札金額 1,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アース設計コンサルタント 1,000,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 1,100,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 1,200,000円

4 株式会社ふくみ 1,650,000円

5 株式会社プランニングマップ 1,680,000円

備考 【概要】
多摩川中央公園園路改修工事に伴う詳細設計業務
（設計内容）アスファルト舗装工5,130㎡　等
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00210 件名

内部発注番号 510
自動車騒音調査等委託入札見積締切日時 2017年4月25日 17時00分

開札日時 2017年4月26日 9時47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 サクラ環境センサス株式会社

所在地 東京都北区志茂一丁目１６番１３号日工ビル２０１

落札金額 1,550,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 サクラ環境センサス株式会社 1,550,000円 落札

2 株式会社アクト音響振動調査事務所 東京営業
所

1,590,000円

3 エヌエス環境株式会社 東京営業所 1,600,000円

4 株式会社新環境分析センター 関東営業所 2,540,000円

5 株式会社東京環境測定センター

辞退

備考 【概要】
騒音規制法第17条及び第18条、振動規制法第16条に基づき、福生市内における道路交通騒音等の継続的監視として、幹
線道路の自動車騒音等の状況について調査を実施する。
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00211 件名

内部発注番号 508
公害関係分析委託入札見積締切日時 2017年4月25日 17時00分

開札日時 2017年4月26日 9時51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 東京都港区芝公園一丁目２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 株式会社上総環境調査センター 東京営業所 2,040,000円

3 東京テクニカル・サービス株式会社 2,050,000円

4 株式会社新環境分析センター 関東営業所 2,331,200円

5 株式会社市川環境アセス 東京支社

辞退

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。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00215 件名

内部発注番号 475
各小・中学校プール施設保守委託入札見積締切日時 2017年4月25日 17時00分

開札日時 2017年4月26日 9時58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 0900 給排水衛生工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社桑林工業所

所在地 東京都福生市志茂２００番地

落札金額 1,750,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社桑林工業所 1,750,000円 落札

2 株式会社森田工業所 1,800,000円

3 羽村設備株式会社 1,830,000円

4 有限会社大澤工業所

辞退

5 安藤設備株式会社

不参

備考 【概要】
プール施設保守
　給水栓開・閉栓工　10校
　清掃工　　　　　　10校
　循環装置保守工　　 9校
　シャワー等保守工　10校
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00218 件名

内部発注番号 467
中央排水区H29その1工事設計委託（福生第一中

学校付近）
入札見積締切日時 2017年4月25日 17時00分

開札日時 2017年4月26日 10時06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810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 6,450,000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 6,450,000円 落札

2 株式会社アース設計コンサルタント 6,600,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 6,650,000円

4 株式会社ふくみ 6,800,000円

5 三和開発技研株式会社 あきる野支店 6,950,000円

6 株式会社プランニングマップ 7,000,000円

備考 【概要】
詳細設計　小口径推進工法（内径1200mm未満）50m
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 2017-00223 件名

内部発注番号 458
児童館防犯カメラ借上入札見積締切日時 2017年4月25日 17時00分

開札日時 2017年4月26日 11時21分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園三丁目６番地１　田園児童館外２箇所

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 株式会社セキュリティハウス西東京

所在地 東京都八王子市高倉町７番１０号

落札金額 1,737,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社セキュリティハウス西東京 1,737,000円 落札

2 綜合警備保障株式会社 南多摩支社 2,214,000円

3 株式会社日立ビルシステム 東京総支社 3,060,000円

4 日通商事株式会社 東京支店

辞退

5 広友レンティア株式会社

不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
児童館　計３箇所
カメラ　６台
ハードディスクレコーダー　６台
液晶モニター　６台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00224 件名

内部発注番号 498
インターネット回線用電算機借上（ふっさっ子の広

場事業）
入札見積締切日時 2017年4月25日 17時00分

開札日時 2017年4月26日 11時20分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1055番地外６箇所（福生市立小学校内）

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 井上事務機事務用品株式会社

所在地 東京都立川市曙町三丁目１８番２５号

落札金額 1,344,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 井上事務機事務用品株式会社 1,344,000円 落札

2 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

3 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

4 日立キャピタル株式会社

辞退

5 富士通リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
市内各小学校内に所在するふっさっ子の広場事業において、各広場における業務に使用するためのパソコン（インターネット
回線用）及びプリンターを借上げるもの。
 
各広場数　７箇所（市内各小学校内教室）
設置台数　パソコン（ノートブックタイプ）各１台
　　　　　プリンター　　　　　　　　　　各１台　　（合計14台）
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00226 件名

内部発注番号 448
公用車購入（保健センター）入札見積締切日時 2017年4月25日 17時00分

開札日時 2017年4月26日 10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１ 010 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 森田自動車

所在地 東京都福生市熊川743番地

落札金額 1,030,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 森田自動車 1,030,000円 落札

2 三七三自動車商会 1,050,000円

3 中西モータース 1,070,000円

4 有限会社村野モータース 1,070,000円

5 株式会社交運社 1,080,000円

6 フジミ自動車興業株式会社

不参

備考 【概要】
軽自動車 １台　
付属品：フロアマット、ドアバイザー、スタッドレスアルミホイールセット、フェンダーポール、バックブザー、看板
 
※入札価格は税込みです。




