
予定価格

落札金額

24,180,000

6,000,000

2,800,000

615,000

12,413,000

12,300,000

850,000

6,943,000

1,800,000

1,998,400

1,639,000

630,000

1,250,000

1,554,000

1,100,000

※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（13を除く）。

14
公共下水道管渠清掃委託（処理分
区清掃）

㈱スイーピングサービス 5 1

13 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

12 公共下水道管渠調査委託H29その4 三喜技研工業㈱ 5 1

11 職員ＶＤＴ検査委託
医療法人社団こころとからだの
元氣プラザ

4 1

10 市民文化祭展示会場設営委託 ㈱シミズオクト 5 2

9 特定保健指導委託 ㈲ハイライフサポート 6 1

8 第五市営住宅用地測量委託 ㈱ふくみ 5 1

7
福生中部処理分区Ｈ29その１工事
（市道第1108号線付近）

不調 6 1
事前公表案件
不調

6 福生第二小学校　緞帳購入 ㈱八光舎 5 1

5 市道第1209号線改良工事 鈴木土建㈱ 7 1 事前公表案件

4 消防用ホース購入 ㈱きしの防災 5 1

3
市道第251号線ボックスカルバート
改良工事設計委託

㈱ファースト設計 福生営業所 6 1

2 人事給与システム用電算機借上 ㈱ＪＥＣＣ 6 1

1
容器包装プラスチック選別圧縮梱
包委託（平成30年度分）

㈱加藤商事 西多摩支店 7 2

平成29年8月22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 2017-00358 件名

内部発注番号 2445
容器包装プラスチック選別圧縮梱包委託（平成

30年度分）
入札見積締切日時 2017年8月21日 17時00分

開札日時 2017年8月22日 13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

営業種目１ 112 廃棄物処理 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 株式会社加藤商事 西多摩支店

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町長岡三丁目５番地１５

落札金額 24,180,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社加藤商事 西多摩支店 25,420,000円 24,180,000円 落札

2 加藤商事株式会社 30,380,000円

辞退

3 環衛サービス株式会社 27,280,000円

辞退

4 株式会社リステム 26,040,000円

辞退

5 株式会社リスト 31,000,000円

辞退

6 太誠産業株式会社

辞退 ＊＊

7 株式会社エコワスプラント

不参 ＊＊

備考 【概要】
年間委託
　リサイクルセンターに搬入された容器包装プラスチックを公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へ搬出するため、容
器包装プラスチックの選別・圧縮・梱包・保管を委託する。
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00359 件名

内部発注番号 2620
市道第251号線ボックスカルバート改良工事設計

委託
入札見積締切日時 2017年8月21日 17時00分

開札日時 2017年8月22日 9時10分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

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 2,800,000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 2,800,000円 落札

2 株式会社藤澤設計 2,990,000円

3 株式会社プランニングマップ 3,050,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 3,100,000円

5 株式会社ふくみ 3,100,000円

6 株式会社アース設計コンサルタント 3,150,000円

備考 【概要】
市道第251号線ボックスカルバート改良工事の設計を委託する。
交差点設計　一式
プレキャストボックス割付一般図作成　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 2017-00360 件名

内部発注番号 3291
市道第1209号線改良工事入札見積締切日時 2017年8月21日 17時00分

開札日時 2017年8月22日 9時21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 0600 一般土木工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 鈴木土建株式会社

所在地 東京都羽村市神明台一丁目３番地６

落札金額 12,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 鈴木土建株式会社 12,300,000円 落札

2 株式会社田村工務店 12,400,000円

3 土屋建設株式会社

辞退

4 株式会社村尾重機

辞退

5 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

辞退

6 東山建設株式会社

辞退

7 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

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
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格10,828,000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 2017-00361 件名

内部発注番号 2971
福生中部処理分区H29その１工事（市道第1108号

線付近）
入札見積締切日時 2017年8月21日 17時00分

開札日時 2017年8月22日 9時30分

予定価格 7,498,440円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木

辞退

2 土屋建設株式会社

辞退

3 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

辞退

4 東山建設株式会社

辞退

5 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

6 株式会社田村工務店

辞退

備考 【概要】
副管築造工　１式
立坑築造工　１式
付帯工　　　１式
 
※予定価格事前公表案件
※全者応札なしのため、打ち切りとなりました。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00362 件名

内部発注番号 2808
特定保健指導委託入札見積締切日時 2017年8月21日 17時00分

開札日時 2017年8月22日 10時04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ほか

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 有限会社ハイライフサポート

所在地 神奈川県川崎市多摩区三田三丁目２番地６－１０６

落札金額 1,998,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ハイライフサポート 1,998,400円 落札

2 株式会社カイテック 3,300,000円

3 株式会社タニタ

辞退

4 株式会社名豊

辞退

5 株式会社ウェルクル

辞退

6 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社

辞退

備考 【概要】
特定保健指導が必要と判定された国民健康保険被保険者に対し、生活習慣の改善に係る行動変容を目的とした保健指導
を実施する。
対象者　約700名
　積極的支援参加者　約40名
　動機付支援参加者　約120名
 
※推定総額にて行った。
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00368 件名

内部発注番号 3049
職員ＶＤＴ検査委託入札見積締切日時 2017年8月21日 17時00分

開札日時 2017年8月22日 9時55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１ 122 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 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ

所在地 東京都千代田区飯田橋三丁目６番５号こころとからだの元氣プラザ７階

落札金額 630,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 630,000円 落札

2 医療法人財団綜友会

辞退

3 公益財団法人東京都予防医学協会

不参

4 一般財団法人全日本労働福祉協会

不参

備考 【概要】
受診を希望する職員を対象にＶＤＴ検査を行う。
 
※推定総額にて行った。
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00367 件名

内部発注番号 2396
乳がん・子宮頸がん集団検診委託入札見積締切日時 2017年8月21日 17時00分

開札日時 2017年8月22日 10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2125番地３

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 医療法人クレモナ会

所在地 埼玉県熊谷市三ケ尻４８番地

落札金額 1,554,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人クレモナ会 1,554,000円 落札

2 社会福祉法人白十字会 東京白十字病院

辞退

3 医療法人財団立川中央病院

辞退

4 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ

辞退

5 一般財団法人労働衛生協会

不参

備考 【概要】
検診車による乳がん・子宮頸がん検診（集団検診）
対象：乳がん検診…40歳以上、子宮頸がん検診…20歳以上（平成29年４月１日現在）
予定人員　乳がん検診（自己負担有）　　70人
　　　　　乳がん検診（自己負担無）　　70人
　　　　　子宮頸がん検診　　　　　　 140人
　　　　　合計　　　　　　　　　　　 280人（延人員）
 
※推定総額にて行った。
※入札価格は税込みです。




