
予定価格

落札金額

17,411,000

15,411,000

3,288,000

33,000,000

6,990,000

6,330,000

1,441,500

18,971,000

17,073,900

1,260,000

12,500,000

655,700

12,413,000

1,900,000

7,630,360

4,350,000

9,270,000

1,600,000

1,050,000

2,600,000

950,000

1,129,950

980,000

1,700,000

ムサシノアロー㈱

㈲ティエム建築デザイン研究所

富士ソフトサービスビューロ㈱

㈱タマ建築設計事務所

平成29年7月25日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
回数

入札
者数

備　考

1
立川第２排水区整備工事（第３工
区）

㈱田村工務店 17 事前公表案件

2 生活保護システム等認証機器借上 ㈱ＪＥＣＣ 16

3
全体計画調査H29その１（中央幹
線・中央幹線支線）

㈱ファースト設計福生営業所 19

4
電算機借上（福祉資金貸付システ
ム及び家庭児童相談システム）

ＮＴＴファイナンス㈱ 16

5
福生都市計画道路３・４・７号富
士見通り線電線類地中化基本設計
委託

八千代エンジニヤリング㈱総合事
業本部

16

6 防災食育センター備蓄米等購入 ㈲カワサキ森田屋 15

7
市民会館冷温水発生機保全整備工
事

八重洲工業㈱ 17 事前公表案件

8 市民会館会議用テーブル購入 ㈱ヒノデン福生支店 15

9 防災食育センター清掃委託 ㈱オービーエス 17

10
中央体育館主競技場音響システム
購入

クサジマ電器㈱ 15

11 市道第1209号線改良工事 17
事前公表案件
不調

12 多摩川堤防沿桜管理委託 ㈱丸松造園 25

13
消費者啓発「悪質商法・振り込め
詐欺ゼロキャンペーン」事業委託

㈱キョウエイアドインターナ
ショナル本社

17

14
消費者啓発「悪質商法退治はたっ
けー☆☆にお任せ！大作戦」事業
委託

㈱ＪＴＢコーポレートセールス 16

15 橋りょう補修工事設計委託 ㈱大輝 17

16
市庁舎外６箇所建築設備定期検査
報告書作成委託

㈱京和建築事務所 25

17
各小中学校建築設備定期検査報告
書作成委託

㈱京和建築事務所 15

18 白梅会館冷暖房空調設備修繕 25

19
市庁舎外６箇所特定建築物定期調
査報告書作成委託

15

20 特定健康診査受診勧奨委託 15

21
かえで会館外７箇所建築設備定期
検査報告書作成委託

15

22 公共下水道管渠調査委託H29その３ ㈱スイーピングサービス 15



予定価格

落札金額
件　　　　　　　　　　名 落札業者

入札
回数

入札
者数

備　考

1,400,000

250,014

785,000

446,550

1,650,000

㈱桑林工業所

㈲麻生マーク

㈱アース設計コンサルタント

㈱ムラウチホビー

医療法人社団和風会

23 健康まつり会場設営・撤去等委託 15

24 介護予防リーダー養成講座委託 15

25 市営住宅排水管清掃委託 15

26 道路反射鏡点検等保守委託 14

※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（24を除く）。

27
市道第1121号線舗装補修工事設計
委託

15



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00320 件名

内部発注番号 1986
立川第２排水区整備工事（第３工区）入札見積締切日時 2017年7月24日 17時00分

開札日時 2017年7月25日 9時00分

予定価格 18,803,880円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川1608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 15,411,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社田村工務店 15,411,000円 落札

2 土屋建設株式会社 15,480,000円

3 株式会社第一建設

辞退

4 東山建設株式会社

辞退

5 株式会社島田組 福生営業所

辞退

6 株式会社塩田組

辞退

7 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

備考 【概要】
管きょ工　VUφ400　L=94ｍ
幹線接続工　VPφ250　L＝4.26ｍ
人孔設置工　１式
取付管及びます工　１式
付帯工　１式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　15,196,000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 2017-00322 件名

内部発注番号 1974
全体計画調査H29その１（中央幹線・中央幹線支

線）
入札見積締切日時 2017年7月24日 17時00分

開札日時 2017年7月25日 9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 33,000,000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 33,000,000円 落札

2 株式会社アース設計コンサルタント 34,000,000円

3 株式会社ふくみ 35,000,000円

4 有限会社武双測量システム 35,500,000円

5 株式会社プランニングマップ 35,500,000円

6 国際測地株式会社 福生営業所 35,500,000円

7 株式会社奈賀里測量設計 36,000,000円

8 株式会社野上測量設計 36,000,000円

9 株式会社日栄測量設計 36,450,000円

備考 【概要】
雨水管渠更生における全体計画調査
中央幹線　１式
中央幹線支線　１式
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00324 件名

内部発注番号 1933
福生都市計画道路３・４・７号富士見通り線電線類

地中化基本設計委託
入札見積締切日時 2017年7月24日 17時00分

開札日時 2017年7月25日 9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 八千代エンジニヤリング株式会社 総合事業本部

所在地 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号

落札金額 6,330,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八千代エンジニヤリング株式会社 総合事業本
部

6,330,000円 落札

2 株式会社復建エンジニヤリング 本社 7,600,000円

3 セントラルコンサルタント株式会社 7,630,000円

4 株式会社長大 東京支社 8,500,000円

5 大日本コンサルタント株式会社 8,500,000円

6 株式会社トーニチコンサルタント 8,700,000円

備考 【概要】
電線共同溝基本設計　１路線
打合せ協議　　　　　１式
関係機関打合せ協議　４式
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00318 件名

内部発注番号 1684
市民会館冷温水発生機保全整備工事入札見積締切日時 2017年7月24日 17時00分

開札日時 2017年7月25日 9時30分

予定価格 20,488,680円

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 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 17,073,900円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲工業株式会社 17,073,900円 落札

2 株式会社サイオー 東京支店 17,508,000円

3 株式会社奥山設備 18,500,000円

4 株式会社福島工業所 18,800,000円

5 東京日化サービス株式会社 18,900,000円

6 株式会社新和 18,971,000円

7 清水管工株式会社

辞退

備考 【概要】
冷温水発生機2台の冷却水系薬品洗浄、ろ過器、ポンプ、真空部品、電装部品外交換及び試運転調整
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　16,970,000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 2017-00328 件名

内部発注番号 2204
防災食育センター清掃委託入札見積締切日時 2017年7月24日 17時00分

開札日時 2017年7月25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 東京都福生市大字熊川1606番地１

営業種目１ 103 建物清掃 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 株式会社オービーエス

所在地 東京都昭島市郷地町三丁目８番６号

落札金額 12,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社オービーエス 12,500,000円 落札

2 株式会社星光 12,980,000円

3 有限会社エムアイティ 13,000,000円

4 株式会社マルデンコーポレーション 西多摩支
店

13,500,000円

5 株式会社ヨシダ消毒 多摩営業所 15,000,000円

6 株式会社エイト 西多摩支店 16,500,000円

7 有限会社ブイフィールド 26,640,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
防災食育センターの清掃
①床清掃
②便所清掃
③ガラス清掃
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00319 件名

内部発注番号 1854
市道第1209号線改良工事入札見積締切日時 2017年7月24日 17時00分

開札日時 2017年7月25日 10時05分

予定価格 13,406,040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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 多摩ライン株式会社

辞退

2 有限会社麻生マーク

辞退

3 株式会社第一建設

辞退

4 株式会社島田組 福生営業所

辞退

5 株式会社塩田組

辞退

6 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

7 有限会社村尾造園土木

辞退

備考 【概要】
道路拡幅に伴う擁壁整備
擁壁工　Ｌ＝22.9ｍ
復旧工　一式
ほか雑工　一式
 
※全者応札なしのため、打ち切りとなりました。
※予定価格事前公表案件



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00329 件名

内部発注番号 2216
多摩川堤防沿桜管理委託入札見積締切日時 2017年7月24日 17時00分

開札日時 2017年7月25日 13時06分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園一丁目先から北田園二丁目先

営業種目１ 110 道路・公園管理 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 株式会社丸松造園

所在地 東京都福生市志茂56番地

落札金額 1,900,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社丸松造園 2,000,000円 1,900,000円 落札

2 立山産業株式会社 2,170,000円 1,970,000円

3 株式会社福樹園 2,150,000円 1,980,000円

4 株式会社共進造園 2,200,000円 1,985,000円

5 興國緑化株式会社 2,100,000円 1,990,000円

備考 【概要】
管理地内樹木剪定工
　軽剪定80本、不要枝剪定158本
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00331 件名

内部発注番号 1779
消費者啓発「悪質商法・振り込め詐欺ゼロキャン

ペーン」事業委託
入札見積締切日時 2017年7月24日 17時00分

開札日時 2017年7月25日 10時16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１ 190 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 株式会社キョウエイアドインターナショナル 本社

所在地 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番－１５号

落札金額 7,630,360円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社キョウエイアドインターナショナル 本
社

7,630,360円 落札

2 トランス・コスモス株式会社

辞退

3 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究
所 辞退

4 株式会社ヒューマントラスト 営業本部

辞退

5 株式会社エヌケービー

不参

6 データリンクス株式会社

不参

7 株式会社エヌ・ティ・ティ・アド

不参

備考 【概要】
高齢者を対象に、悪質商法の注意点や消費者相談室の窓口を紹介することで、高齢者の消費者被害を未然に防ぐ。
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00325 件名

内部発注番号 1931
橋りょう補修工事設計委託入札見積締切日時 2017年7月24日 17時00分

開札日時 2017年7月25日 10時24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

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 株式会社大輝

所在地 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８

落札金額 9,270,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社大輝 9,270,000円 落札

2 株式会社中央技術コンサルタンツ 9,700,000円

3 株式会社高島テクノロジーセンター 東京支店 10,500,000円

4 株式会社八州 東京支社 11,810,000円

5 昭和株式会社 東京支社 12,000,000円

6 株式会社間瀬コンサルタント 東京支店 12,800,000円

7 株式会社パスコ 東京支店

不参

備考 【概要】
山王橋、宿橋及び宮本橋について、調査、設計を行う。
設計計画　一式、現地踏査　一式、現地調査　一式
補修設計　一式、施工計画　一式、関係機関協議資料作成　一式、
概算工事費算出　一式、報告書作成　一式、照査　一式、設計打合せ協議
 
※入札価格は税抜きです。







 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00326 件名

内部発注番号 2117
白梅会館冷暖房空調設備修繕入札見積締切日時 2017年7月24日 17時00分

開札日時 2017年7月25日 13時15分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川559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 ムサシノアロー株式会社

所在地 東京都小金井市緑町五丁目２１番２３号

落札金額 2,600,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 ムサシノアロー株式会社 2,700,000円 2,600,000円 落札

2 株式会社奥山設備 2,900,000円

辞退

3 酒井工業株式会社 立川営業所 3,000,000円

辞退

4 八重洲工業株式会社 2,800,000円

辞退

5 株式会社福島工業所 3,250,000円

辞退

備考 【概要】
インバーター盤新設　１台
ＶＡＶ機器修繕　９箇所
温度調節器交換　６箇所
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00332 件名

内部発注番号 1919
特定健康診査受診勧奨委託入札見積締切日時 2017年7月24日 17時00分

開札日時 2017年7月25日 10時59分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 受注者施設

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 富士ソフトサービスビューロ株式会社

所在地 東京都墨田区江東橋二丁目１９番７号

落札金額 1,129,950円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士ソフトサービスビューロ株式会社 1,129,950円 落札

2 株式会社名豊 1,280,000円

3 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 2,480,000円

4 株式会社ＫＤＤＩエボルバコールアドバンス 4,974,640円

5 株式会社アイヴィジット

辞退

備考 【概要】
特定健康診査対象者への電話による受診勧奨
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00333 件名

内部発注番号 1932
公共下水道管渠調査委託H29その３入札見積締切日時 2017年7月24日 17時00分

開札日時 2017年7月25日 11時18分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平二丁目地内外１箇所

営業種目１ 127 下水道管路内ＴＶカメラ調査業
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 株式会社スイーピングサービス

所在地 東京都あきる野市瀬戸岡３６０番地１

落札金額 1,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社スイーピングサービス 1,700,000円 落札

2 三喜技研工業株式会社 1,950,000円

3 株式会社創成 2,000,000円

4 淺間保全工業株式会社 2,100,000円

5 栄晃産業株式会社 羽村営業所 2,150,000円

備考 【概要】
本管TVカメラ調査工　１式
管内潜行目視調査工　１式
取付管TVカメラ調査工　１式
報告書作成　１式
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00348 件名

内部発注番号 2149
介護予防リーダー養成講座委託入札見積締切日時 2017年7月24日 17時00分

開札日時 2017年7月25日 11時22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 250,014円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団和風会 250,014円 落札

2 株式会社ルネサンス 595,824円

3 有限会社ハイライフサポート

不参

4 株式会社ティップネス

不参

5 株式会社コナミスポーツクラブ

不参

備考 【概要】
講座による「介護予防の知識」、集いの場で実践する「運動指導のスキル」、集いの場の活動運営のノウハウを提供し、健康
行動を地域に波及できるリーダー（サポーター）を養成する。
 
※入札価格は税込みです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00337 件名

内部発注番号 1776
道路反射鏡点検等保守委託入札見積締切日時 2017年7月24日 17時00分

開札日時 2017年7月25日 11時44分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平地内・武蔵野台地内

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 有限会社麻生マーク

所在地 東京都福生市熊川５２３番地

落札金額 446,550円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社麻生マーク 446,550円 落札

2 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 458,000円

3 株式会社日本ボーサイ工業 478,000円

4 三和工営株式会社 多摩営業所 480,900円

備考 【概要】
道路反射鏡点検（近接目視、打音、触診等）
加美平地内　　145基
武蔵野台地内　84基　　　合計　　229基
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00336 件名

内部発注番号 2310
市道第1121号線舗装補修工事設計委託入札見積締切日時 2017年7月24日 17時00分

開札日時 2017年7月25日 11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 1,650,000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 1,650,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 1,780,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 1,800,000円

4 株式会社ふくみ 1,800,000円

5 株式会社プランニングマップ

不参

備考 【概要】
道路詳細設計（予備設計なし）Ｌ＝230ｍ　１式　
打合せ協議　　１式
 
※入札価格は税抜きです。


