
予定価格

落札金額

4,949,000

915,800

4,428,552

1,566,000

1,174,320

8,220,000

4,015,000

3,450,000

777,600

1,700,000

3,960,000

2,673,000

2,300,000

8,732,000

7,180,000

2,200,000

2,496,000

1,680,000

2,034,000

1,670,000

876,800

平成30年４月25日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

2
子育て世代包括支援センター備品
購入（事務機器）

㈱ヒノデン福生支店 5 1

1 土地評価業務委託 ㈲武蔵土地評価システム 6 1

4 応急給食提供容器等購入 ㈱消防弘済会 5 1

3 複合型介護予防教室委託 医療法人社団和風会 6 1

6 家屋評価システム借上 ＮＴＴファイナンス㈱ 6 1

5 高齢者認知症予防教室委託 医療法人社団和風会 5 1

8 男女共同参画情報誌作成委託 ㈲あっぷ印刷工房 5 1

7
保健センター子育て世代包括支援
センター設置工事

㈱塩田組 6 1 事前公表案件

10
福生駅東口周辺地域防犯カメラ借
上

㈱セキュリティハウス西東
京

6 1

9 各小・中学校プール施設保守委託 ㈲加藤設備 5 1

12
福生第四小学校外２校放送設備更
新工事

大和通信機㈱ 6 1 事前公表案件

11 さくら会館空調設備改良工事 八重洲工業㈱ 5 1 事前公表案件

14
電算機借上（小・中学校追加配備
用校務用パソコン等）

富士通リース㈱ 5 1

13 福生第三小学校敷地測量委託
㈱アース設計コンサルタン
ト

5 1

16
電話交換機等借上（リサイクルセ
ンター）

ＮＥＣキャピタルソリュー
ション㈱

5 1

15 公害関係分析委託 エヌエス環境㈱東京営業所 5 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（３、５、８を除く）。

18 介護保険パンフレット印刷・製本 ㈱東京法規出版 5 1

17 自動車騒音調査等委託 エヌエス環境㈱東京営業所 5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00228 件名

内部発注番号 454
土地評価業務委託入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25日 9時26分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

営業種目１ 125 市場・補償鑑定関係調査業務 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 有限会社武蔵土地評価システム

所在地 東京都福生市牛浜１２８番地コート・アドバンス２０２

落札金額 4,949,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社武蔵土地評価システム 4,949,000円 落札

2 日本土地評価システム株式会社 東京本社 7,500,000円

3 株式会社パスコ 東京支店 8,160,000円

4 大和不動産鑑定株式会社 東京本社 9,120,000円

5 朝日航洋株式会社 東京空情支社 13,700,000円

6 有限会社プライム不動産鑑定 25,000,000円

備考 【概要】
【３年債務負担行為】
平成33年度評価替えに向けた土地の課税基礎となる路線価付設のための業務委託
（業務内容）
地域総合調査、用途地区・状況類似地区の見直し、標準宅地の選定、価格形成要因調査、価格比準表作成、路線形状調査
、路線価評定表作成、路線番号付番、仮路線価付設、公開用路線価図作成、報告書作成等
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00225 件名

内部発注番号 562
子育て世代包括支援センター備品購入（事務機器

）
入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25日 9時07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１ 004 什器・家具 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 株式会社ヒノデン 福生支店

所在地 東京都福生市福生６６０番５号奥田マンション１階Ａ－１０５号

落札金額 915,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヒノデン 福生支店 915,800円 落札

2 有限会社いずみ堂 935,500円

3 有限会社メディア・ワールド 937,600円

4 株式会社ツクモ商事 946,510円

5 有限会社ヤマシン 948,790円

備考 【概要】
事務机７台、事務椅子７脚、面接用机２台、ワゴン１台、面接用椅子６脚、キャビネット３台、キャビネット用ベース３枚
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00229 件名

内部発注番号 470
複合型介護予防教室委託入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25日 9時43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 4,428,552円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団和風会 4,428,552円 落札

2 有限会社ハイライフサポート 9,000,000円

3 株式会社コアラ体育サービス

辞退

4 東京体育機器株式会社

辞退

5 株式会社ルネサンス 地域健康営業部

辞退

6 株式会社ティップネス

不参

備考 【概要】
介護認定がなく、総合事業対象者に該当しない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 2018-00237 件名

内部発注番号 520
応急給食提供容器等購入入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25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 東京都福生市大字熊川1606番地１

営業種目１ 026 警察・消防・防災用品 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 株式会社消防弘済会

所在地 東京都立川市羽衣町三丁目２７番１９号

落札金額 1,566,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 1,566,000円 落札

2 株式会社多摩綜合防災 1,600,000円

3 株式会社カナメ商事 1,611,000円

4 星野総合商事株式会社 東京営業所 1,650,000円

5 船山株式会社 東京本店 1,684,000円

備考 【概要】
応急給食提供時に使用する容器等
お椀×45,000枚
スプーン×45,000本
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00230 件名

内部発注番号 510
高齢者認知症予防教室委託入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25日 9時48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及び南田園三丁目６番地１

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 1,174,320円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団和風会 1,174,320円 落札

2 有限会社ハイライフサポート 2,220,000円

3 株式会社河合楽器製作所 立川公教販店 2,733,000円

4 株式会社ルネサンス 地域健康営業部

辞退

5 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社

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 2018-00226 件名

内部発注番号 455
家屋評価システム借上入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25日 9時32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（耐火建造物）

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 ＮＴＴファイナンス株式会社

所在地 東京都港区港南一丁目２番７０号

落札金額 8,220,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ＮＴＴファイナンス株式会社 8,220,000円 落札

2 日通商事株式会社 東京支店 8,256,000円

3 富士通リース株式会社 8,385,000円

4 昭和リース株式会社

辞退

5 リコーリース株式会社

辞退

6 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
　家屋評価ソフトウエア×４
　サーバー×１台
　パソコン×４台等借上
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00231 件名

内部発注番号 512
保健センター子育て世代包括支援センター設置工

事
入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25日 9時51分

予定価格 4,336,200円

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

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 3,450,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社塩田組 3,450,000円 落札

2 株式会社水井装備 3,990,000円

3 株式会社渡辺工務店 4,000,000円

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 株式会社館工務店

辞退

備考 【概要】
面接室設置　２室　カウンター新設　１箇所　空調機新設　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00227 件名

内部発注番号 522
男女共同参画情報誌作成委託入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25日 9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18番地

営業種目１ 101 印刷 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 有限会社あっぷ印刷工房

所在地 東京都福生市北田園二丁目５番地６

落札金額 777,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社あっぷ印刷工房 777,600円 落札

2 有限会社セイビ印刷所 907,157円

3 高橋事ム所デザインワークス 1,196,640円

4 有限会社多摩綜合企画 2,326,320円

5 有限会社真和堂

無効

備考 【概要】
福生市男女共同参画情報誌（年３回）
・情報誌の企画提案
・取材原稿整理及び編集デザイン・レイアウト
・市民編集員と市との会議への出席
・情報誌印刷製本
 
※入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00232 件名

内部発注番号 515
各小・中学校プール施設保守委託入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25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 有限会社加藤設備

所在地 東京都あきる野市野辺２５５番地１７

落札金額 1,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社加藤設備 1,700,000円 落札

2 株式会社桑林工業所 1,900,000円

3 安藤設備株式会社 1,980,000円

4 株式会社森田工業所 1,980,000円

5 羽村設備株式会社

辞退

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　　10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 2018-00238 件名

内部発注番号 483
福生駅東口周辺地域防犯カメラ借上入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25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 東京都福生市福生867番地先～福生878番地先

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 3,960,000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 3,960,000円 落札

2 セコムクレジット株式会社

辞退

3 綜合警備保障株式会社 南多摩支社

辞退

4 興銀リース株式会社

辞退

5 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

6 日立キャピタル株式会社

辞退

備考 【概要】
【5年長期継続契約】
防犯カメラ　7台（設置費・諸経費・各種申請費・保守点検費を含む）
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00233 件名

内部発注番号 534
さくら会館空調設備改良工事入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25日 10時06分

予定価格 2,886,840円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜163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 2,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲工業株式会社 2,300,000円 落札

2 株式会社細谷電機 2,650,000円

3 株式会社森田工業所 2,670,000円

4 安藤設備株式会社 2,673,000円

5 株式会社開成

辞退

備考 【概要】
室外機　１台新設　室内機　５台新設
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00242 件名

内部発注番号 528
福生第四小学校外２校放送設備更新工事入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25日 10時07分

予定価格 9,430,560円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1290番地外２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 大和通信機株式会社

所在地 東京都国分寺市東戸倉一丁目１４番２１号

落札金額 7,180,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 大和通信機株式会社 7,180,000円 落札

2 有限会社ニコウ技研 7,470,000円

3 藤和通信工業株式会社 8,130,000円

4 共栄音響株式会社 8,732,000円

5 東和システムソリューション株式会社

辞退

6 ジャトー株式会社 東京本社

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 2018-00234 件名

内部発注番号 540
福生第三小学校敷地測量委託入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25日 10時13分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地先

業種 1400 測量

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 2,200,000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 2,200,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 2,300,000円

3 株式会社プランニングマップ 2,450,000円

4 株式会社ふくみ 2,500,000円

5 国際測地株式会社 福生営業所 2,700,000円

備考 【概要】
敷地測量業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00239 件名

内部発注番号 537
電算機借上（小・中学校追加配備用校務用パソコ

ン等）
入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25日 10時17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1055番地外（市立小中学校10校）

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 2,496,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 2,496,000円 落札

2 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社

2,559,000円

3 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

4 日立キャピタル株式会社

辞退

5 芙蓉総合リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
校務用ノートパソコン　10台　副校長補佐等用ノートパソコン2台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00235 件名

内部発注番号 525
公害関係分析委託入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4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 1,680,000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 1,680,000円 落札

2 株式会社新環境分析センター 関東営業所 2,474,900円

3 株式会社日本公害管理センター 八王子事業
所

2,600,000円

4 株式会社上総環境調査センター 東京営業所 3,277,000円

5 株式会社むさしの計測 3,400,000円

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 2018-00240 件名

内部発注番号 529
電話交換機等借上（リサイクルセンター）入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25日 10時22分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川1566番地4

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 2,034,000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 2,034,000円 落札

2 神田通信機株式会社 立川支店 2,280,000円

3 日通商事株式会社 東京支店 3,732,000円

4 ＮＴＴファイナンス株式会社 5,009,400円

5 大和通信機株式会社

不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
　リサイクルセンターで使用している電話交換機等が、契約期間満了のため新たに電話交換機等のリース契約を締結する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00236 件名

内部発注番号 526
自動車騒音調査等委託入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25日 10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 1,670,000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 1,670,000円 落札

2 株式会社東京環境測定センター 1,950,000円

3 環境リサーチ株式会社 3,750,000円

4 中外テクノス株式会社 東京支社 4,050,000円

5 株式会社環境技術研究所

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 2018-00241 件名

内部発注番号 606
介護保険パンフレット印刷・製本入札見積締切日時 2018年4月24日 17時00分

開札日時 2018年4月25日 16時40分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜163番地

営業種目１ 101 印刷 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 株式会社東京法規出版

所在地 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号

落札金額 876,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社東京法規出版 876,800円 落札

2 株式会社現代けんこう出版 1,024,000円

3 株式会社ライズファクトリー 1,177,600円

4 株式会社社会保険出版社 1,408,000円

5 東洋印刷株式会社 東京支店

不参

備考 【概要】
市内配布用介護保険パンフレットを32,000部印刷・製本する
 
※入札価格は税抜きです。


