
予定価格

落札金額

271,800,000

244,620,000

10,500,000

9,259,000

5,800,000

7,150,000

4,165,000

4,150,000

7,126,000

7,000,000

29,678,400

6,709,000

6,000,000

4,755,000

4,630,000

9,056,000

4,661,000

4,150,000

7,560,000

1,537,000

1,510,000

6,848,400

2,485,000

1,814,000

5,345,750

3,740,000

3,480,000

3,168,000

1,859,325

3,336,220

1,081,000

電算機借上（入退出管理等システ
ム）

福生第二小学校給食配膳用通用門
拡張工事

ライセンス購入（ウィルス対策ソ
フト）

福生第七小学校言語障害通級指導
学級整備工事（空調設備）

介護保険事業計画及び障害福祉計
画改定委託

東京都議会議員選挙投票受付事務
等労働者派遣委託

防災食育センター調理用白衣等購
入

備品等移転委託

21

22

15

16

17

18

19

20

14
福生第七小学校言語障害通級指導
学級整備工事（電気設備）

㈲日福電設 5 1 事前公表案件

13 防災食育センター電話機等借上 日通商事㈱東京支店 6 1

12
福生第一小学校給食配膳用通用門
拡張工事

㈱塩田組 6 1 事前公表案件

11
防災食育センター調理用消耗品等
購入

㈱アイホー多摩営業所 7 1

10
市道武蔵野台52号線改良工事設計
委託

㈱プランニングマップ 6 1

9
個別学習用タブレット端末充電保
管庫借上

日本教育情報機器㈱ 7 1

8
福生第七小学校言語障害通級指導
学級整備工事（建築）

㈱モリタ 6 1 事前公表案件

7
個別学習用タブレット端末借上な
らびに通信回線サービスの提供

ソフトバンク㈱法人事業戦略本
部

9 1

6
福生第二小学校体育館非構造部材
落下防止対策工事(電気設備)

㈲アクティブ電設 7 1 事前公表案件

5 公共下水道蓋高調整工事H29その1 成友興業㈱福生営業所 6 1 事前公表案件

4 市民会館長寿命化改修等調査委託 ㈱楠山設計 6 1

3
福生第一中学校外１校放送設備更
新工事

㈲ニコウ技研 6 1 事前公表案件

2
本町排水区H29その１工事設計委託
（市道幹線Ⅱ‐５号線付近）

㈱ファースト設計福生営業所 7 1

1 新扶桑会館整備工事（建築） ㈱田中建設 3 1

制限付一般競争
事前公表案件
議会の議決後、契約
予定

平成29年５月18日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

富士通リース㈱

㈱塩田組

リコージャパン㈱西東京支社
西東京ＬＡ営業部

八重洲工業㈱

㈱名豊

㈱ヒューマントラスト営業本部

㈱消防弘済会

北多摩運送㈱

6

5

6

6

6

5

6

5

1

1

1

1

1

1

1

1

事前公表案件

事前公表案件



予定価格

落札金額
件　　　　　　　　　　名 落札業者

入札
者数

入札
回数

備　考

694,000

1,320,000

590,000

1,770,000

1,150,000

2,151,000

2,100,000

1,070,000

個別学習用ソフトウェアプログラ
ム使用

東京都議会議員選挙ポスター掲示
場設置撤去委託

もくせい会館備品購入（更衣ロッ
カー外）

テレビ受信障害調査委託

市営住宅内装改良工事（その２）

福生第三中学校給食配膳室用通用
門拡張工事

27

28

25

23

24

26

※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。

29
多摩川洪水・内水ハザードマップ
改定委託

㈱ジオネクスト 5 1

㈱自然堂

㈱ヒノデン福生支店

㈱カワコン東京支店

㈲ルミエール・シバタ

㈱長井工務店

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

不調

事前公表案件

事前公表案件



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00179 件名

内部発注番号 496
新扶桑会館整備工事（建築）入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 9時00分

予定価格 293,544,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町92番地５

業種 0700 建築工事

入札方式 01 一般競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社田中建設

所在地 東京都八王子市旭町１１番６号

落札金額 244,620,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社田中建設 244,620,000円 落札

2 扶桑建設株式会社 255,500,000円

3 株式会社島田組 福生営業所 268,000,000円

備考 【概要】
新築工事（RC造地上３階建て　延床面積803.2㎡）　一式
外構工事（150.3㎡）　一式
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格244,620,000円
※議会議決後、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 2017-00248 件名

内部発注番号 600
本町排水区H29その１工事設計委託（市道幹線

Ⅱ‐５号線付近）
入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5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 東京都福生市福生798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 10,500,000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 10,500,000円 落札

2 株式会社ふくみ 11,000,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 11,000,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 11,200,000円

5 株式会社プランニングマップ 11,630,000円

6 株式会社日栄測量設計 12,000,000円

7 有限会社あきる野測量設計 12,550,000円

備考 【概要】
詳細設計　推進工法（中大口径）　約250ｍ
報告書作成　１式
耐震設計（レベル１及び２）　１式
設計協議　１式
地質調査委託　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00231 件名

内部発注番号 597
福生第一中学校外１校放送設備更新工事入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 9時37分

予定価格 9,999,720円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川845番地外１箇所

業種 3400 拡声装置

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社ニコウ技研

所在地 東京都武蔵村山市三ツ藤一丁目４８番１９

落札金額 5,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ニコウ技研 5,800,000円 落札

2 有限会社トーワメンテナンス 5,900,000円

3 大和通信機株式会社 6,107,000円

4 藤和通信工業株式会社 9,255,000円

5 株式会社オーデオ通信

辞退

6 株式会社ケイディエス

不参

備考 【概要】
1.音声調整卓・AV ミキサー及びOFDM 変調器設置工
2.ワイヤレスマイクアンテナ及びチューナー設置工
3.緊急地震速報受信装置設置工
4.導入した機器及び既存機器との調整
5.設置に伴い不要となる機器類の処分
 
※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 2017-00250 件名

内部発注番号 581
市民会館長寿命化改修等調査委託入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 9時45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

業種 1100 建築設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社楠山設計

所在地 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地

落札金額 7,150,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社楠山設計 7,150,000円 落札

2 株式会社京和建築事務所 7,480,000円

3 株式会社大誠建築設計事務所 7,500,000円

4 有限会社ティエム建築デザイン研究所 7,650,000円

5 株式会社Ｋ構造研究所 7,700,000円

6 株式会社豊建築事務所 8,800,000円

備考 【概要】
長寿命化改修計画の策定
改築計画の策定
比較検討書の作成
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00232 件名

内部発注番号 587
公共下水道蓋高調整工事H29その1入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 9時49分

予定価格 4,498,200円

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 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 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 4,150,000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 4,150,000円 落札

2 土屋建設株式会社 4,165,000円

3 有限会社村尾造園土木 4,165,000円

4 株式会社桑林工業所 4,165,000円

5 東山建設株式会社

辞退

6 株式会社第一建設

辞退

備考 【概要】
汚水人孔　蓋高調整　14箇所
 
※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 2017-00247 件名

内部発注番号 578
福生第二小学校体育館非構造部材落下防止対

策工事(電気設備)
入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 9時57分

予定価格 7,696,080円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川623番地

業種 0800 電気工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社アクティブ電設

所在地 東京都福生市北田園二丁目１４番地５

落札金額 7,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社アクティブ電設 7,000,000円 落札

2 有限会社日福電設 7,026,000円

3 株式会社細谷電機 7,042,000円

4 有限会社小林電業 7,070,000円

5 ホーエイ電設株式会社 7,100,000円

6 宮崎電気株式会社 7,100,000円

7 有限会社モリヤ電気 7,120,000円

備考 【概要】
高天井用照明器具耐震化(LED照明新設30台)
自動火災報知設備改修外
 
※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 2017-00244 件名

内部発注番号 570
福生第七小学校言語障害通級指導学級整備工

事（建築）
入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 10時01分

予定価格 7,245,720円

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１番地１

業種 0700 建築工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社モリタ

所在地 東京都福生市志茂52－2カサグランデ・Ｎ

落札金額 6,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社モリタ 6,000,000円 落札

2 株式会社水井装備 6,690,000円

3 中根建設株式会社 6,709,000円

4 株式会社島田組 福生営業所

辞退

5 株式会社渡辺工務店

辞退

6 株式会社山口建興

辞退

備考 【概要】
壁設置　一式、壁塗装　一式、建具設置　４箇所
 
※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 2017-00249 件名

内部発注番号 604
市道武蔵野台52号線改良工事設計委託入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 10時11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二丁目地内外

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 4,630,000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 4,630,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 4,800,000円

3 株式会社ふくみ 4,800,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 4,800,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 4,900,000円

6 株式会社エーアイ設計工房 7,000,000円

備考 【概要】
市道武蔵野台52号線改良工事の設計を委託する
道路詳細設計（予備設計なし）　Ｌ＝900ｍ　一式
設計協議　一式
数量計算、報告書作成　一式
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00251 件名

内部発注番号 574
福生第一小学校給食配膳用通用門拡張工事入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 10時23分

予定価格 5,033,880円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1055番地

業種 0700 建築工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社塩田組

所在地 東京都福生市福生２０３３番地

落札金額 4,150,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社塩田組 4,150,000円 落札

2 株式会社山口建興 4,400,000円

3 豊友建設株式会社

辞退

4 株式会社モリタ

辞退

5 株式会社島田組 福生営業所

辞退

6 株式会社渡辺工務店

辞退

備考 【概要】
門扉撤去工事　一式、土間コンクリート工事　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 2017-00246 件名

内部発注番号 573
福生第七小学校言語障害通級指導学級整備工

事（電気設備）
入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 10時27分

予定価格 1,659,960円

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１番地１

業種 0800 電気工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社日福電設

所在地 東京都福生市大字福生二宮２４４８番地

落札金額 1,510,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社日福電設 1,510,000円 落札

2 宮崎電気株式会社 1,517,000円

3 有限会社アクティブ電設 1,518,000円

4 有限会社小林電業 1,520,000円

5 ホーエイ電設株式会社 1,520,000円

備考 【概要】
LED照明器具設置　26台　壁設置に伴う電気設備工事　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 2017-00252 件名

内部発注番号 576
福生第二小学校給食配膳用通用門拡張工事入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 10時33分

予定価格 2,683,800円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川623番地

業種 0700 建築工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社塩田組

所在地 東京都福生市福生２０３３番地

落札金額 1,814,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社塩田組 1,814,000円 落札

2 株式会社山口建興 2,320,000円

3 株式会社水井装備 2,337,000円

4 株式会社渡辺工務店 2,481,250円

5 株式会社モリタ

辞退

備考 【概要】
門扉撤去　一式、オーニング設置　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 2017-00245 件名

内部発注番号 572
福生第七小学校言語障害通級指導学級整備工

事（空調設備）
入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 10時46分

予定価格 4,039,200円

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１番地１

業種 1000 空調工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 八重洲工業株式会社

所在地 東京都立川市柴崎町二丁目２５番３号

落札金額 3,480,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲工業株式会社 3,480,000円 落札

2 株式会社奥山設備 3,570,000円

3 株式会社渡辺工業所 3,600,000円

4 株式会社青和施設工業所 3,700,000円

5 ムサシノアロー株式会社 3,740,000円

6 株式会社開成

辞退

備考 【概要】
空調機設置　２台、空調機移設　１台、全熱交換機設置１台
 
※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 2017-00255 件名

内部発注番号 561
東京都議会議員選挙投票受付事務等労働者派

遣委託
入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 10時54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１ 190 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 株式会社ヒューマントラスト 営業本部

所在地 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号丸の内北口ビルディング3階

落札金額 1,859,325円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヒューマントラスト 営業本部 1,859,325円 落札

2 ランスタッド株式会社

辞退

3 テンブロス株式会社 新宿オフィス

辞退

4 マンパワーグループ株式会社

辞退

5 データリンクス株式会社

不参

備考 【概要】
期日前投票受付事務等業務
４名×５日間　５名×３日間　※ただし現場責任者１名、従事者４名とする
当日投票受付事務等業務
各投票所　２名×11投票所
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00256 件名

内部発注番号 668
備品等移転委託入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 11時26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１ 114 運搬請負 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 北多摩運送株式会社

所在地 東京都立川市曙町一丁目３７番地２号

落札金額 1,081,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 北多摩運送株式会社 1,081,000円 落札

2 日本通運株式会社 首都圏支店 1,100,000円

3 株式会社日立物流 多摩営業所 1,270,000円

4 西多摩運送株式会社 1,410,842円

5 京王運輸株式会社 多摩営業所

辞退

備考 【概要】
備品等の移転を行う
　１　もくせい会館備品
　２　庁舎備品外
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00254 件名

内部発注番号 562
東京都議会議員選挙ポスター掲示場設置撤去委

託
入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 11時12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１ 024 標識・看板等 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 株式会社自然堂

所在地 東京都青梅市勝沼三丁目１４１番地の７

落札金額 694,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社自然堂 694,000円 落札

2 株式会社コーエー 東京支店 699,150円

3 株式会社セレスポ 西東京支店 790,000円

4 誠興産株式会社 1,169,200円

5 有限会社ヒロタユニフォーム 1,248,200円

備考 【概要】
３段７区画９面の掲示場を79個所の設置及び撤去
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00258 件名

内部発注番号 606
テレビ受信障害調査委託入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 11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番地外

営業種目１ 126 環境アセスメント関係調査業務 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 株式会社カワコン 東京支店

所在地 東京都府中市寿町3－10－7

落札金額 590,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社カワコン 東京支店 590,000円 落札

2 株式会社トップ電信システム 700,000円

3 ソフトエンジニアリング株式会社 870,000円

4 株式会社環境・グリーンエンジニア 880,000円

5 日本アンテナ株式会社

不参

備考 【概要】
現在、公共施設における周辺の住宅等に対するテレビ視聴用地上波デジタル放送の受信障害について然るべき対策を講じ
ているが、東京スカイツリー（平成25年5月）並びに青梅中継局（平成22年10月）が開局され、地上デジタル放送８波が移行し
ている。また、移行していない放送大学が、平成30年９月末をもって、地上系放送による授業を終了する。そのため、受信障
害範囲等に変化が生じていることが予想されるため、受信状況等の科学的調査を実施し、受信障害範囲を再確認することに
より、テレビ受信障害改善対策事業を円滑並びに公平に行うことを目的とする。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00243 件名

内部発注番号 636
市営住宅内装改良工事（その２）入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 11時27分

予定価格 1,911,600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 1,150,000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 1,150,000円 落札

2 株式会社平田建装 1,494,000円

3 有限会社秋元 1,561,600円

4 平田興業株式会社

辞退

5 株式会社織田建装工業

不参

備考 【概要】
市営住宅内装改良工事　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 2017-00253 件名

内部発注番号 585
福生第三中学校給食配膳室用通用門拡張工事入札見積締切日時 2017年5月17日 17時00分

開札日時 2017年5月18日 11時46分

予定価格 2,323,080円

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1番地１

業種 0700 建築工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社長井工務店

所在地 東京都立川市富士見町二丁目１１番１６号

落札金額 2,100,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社長井工務店 2,100,000円 落札

2 株式会社渡辺工務店 2,147,500円

3 株式会社モリタ

辞退

4 井戸鉄建株式会社

辞退

5 株式会社島田組 福生営業所

辞退

備考 【概要】
門扉撤去新設1箇所
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。




