
予定価格

落札金額

11,450,000

8,997,000

10,630,000

9,570,000

4,490,000

7,463,000

7,250,000

2,829,563

1,626,000

2,520,000

1,980,000

1,876,290

852,000

450,000

1,376,000

1,300,000

450,000

442,400

500,000

令和元年５月28日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

2
電算機借上（中学校校内ＬＡＮ
ネットワーク機器等）

富士通リース㈱ 7 1

1 中学校校内ＬＡＮ整備委託 富士電機ＩＴソリューション㈱ 7 1

4 公用車購入 マルダイオート㈱ 6 1 税込

3
福生第五小学校（講堂）防音機能
復旧（復機）工事（建築）

㈱山武コーポレーション 7 1 事前公表案件

6
音声反訳議事録作成システム用電
算機借上

5 1 不調

5
福生第五小学校（講堂）防音機能
復旧（復機）工事（電気設備）

宮崎電気㈱ 6 1 事前公表案件

8 扶桑会館音響設備借上 大和通信機㈱ 5 1

7
参議院議員選挙投票受付事務等労
働者派遣委託

㈱ヒューマントラスト営業
本部

6 3 不調随契

10 各小・中学校ガラス清掃委託 ㈱ケイ・エス 5 1

9
福生第三中学校体育館床金具取替
工事

興國緑化㈱ 5 1 事前公表案件

12
市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）
FWD調査業務委託

東亜道路工業㈱多摩営業所 5 1

11 給食費管理システム電算機借上 ㈱ＪＥＣＣ 5 2

14 市道加美平16号線FWD調査業務委託 東亜道路工業㈱多摩営業所 5 1

13
消防団詰所（第四分団）空調設備
改良工事

㈲小林電業 5 1 事前公表案件

※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。

16 保健センター植木剪定委託 ㈱丸松 4 3

15
福生市学校給食センターパート職
員健康診断委託

医療法人財団立川中央病院 4 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00290 件名

内部発注番号 737
中学校校内ＬＡＮ整備委託入札見積締切日時 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28日 9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845番地外（市立中学校３校）

営業種目１ 121 情報処理業務 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 富士電機ＩＴソリューション株式会社

所在地 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号

落札金額 11,450,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士電機ＩＴソリューション株式会社 11,450,000円 落札

2 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 15,900,000円

3 株式会社ワイ・シー・シー 東京支社

辞退

4 ミツイワ株式会社 サービスエンジニアリング本
部　多摩フィールドサービス部 辞退

5 株式会社大塚商会 LA事業部公共グループ

辞退

6 株式会社アクト

辞退

7 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

不参

備考 【概要】
市立中学校に校内無線ＬＡＮ環境を整備するため、校内ＬＡＮ用ネットワーク機器の設置および校内ＬＡＮ敷設作業等を実施
する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00276 件名

内部発注番号 851
電算機借上（中学校校内ＬＡＮネットワーク機器等

）
入札見積締切日時 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28日 11時31分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川845番地外（市立中学校３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 8,997,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 8,997,000円 落札

2 ＪＡ三井リース株式会社

辞退

3 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

4 日本教育情報機器株式会社

辞退

5 芙蓉総合リース株式会社

辞退

6 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

7 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】
無線ＬＡＮアクセスポイント　107台
レイヤー２スイッチ（24ポート）　12台
レイヤー２スイッチ（8ポート）　 14台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00291 件名

内部発注番号 620
福生第五小学校（講堂）防音機能復旧（復機）工

事（建築）
入札見積締切日時 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28日 9時27分

予定価格 11,480,400円

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２番地２

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 株式会社山武コーポレーション

所在地 東京都武蔵村山市伊奈平六丁目１番地の１６

落札金額 9,570,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社山武コーポレーション 9,570,000円 落札

2 株式会社渡辺工務店 10,200,000円

3 株式会社岡野組 10,500,000円

4 豊友建設株式会社

辞退

5 株式会社島田組 福生営業所

辞退

6 株式会社モリタ

辞退

7 株式会社山口建興

不参

備考 【概要】
空調設備更新に伴う建築工事　一式
空調面積665㎡
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　9,537,000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 2019-00274 件名

内部発注番号 735
公用車購入入札見積締切日時 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28日 9時49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１ 010 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 マルダイオート株式会社

所在地 東京都あきる野市渕上２２４番地

落札金額 4,490,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 マルダイオート株式会社 4,490,000円 落札

2 有限会社村野モータース 4,495,980円

3 中西モータース 4,980,000円

4 株式会社交運社

辞退

5 森田自動車

辞退

6 フジミ自動車興業株式会社

不参

備考 【概要】
ダンプトラック自動車　１台
※入札価格は税込です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00292 件名

内部発注番号 595
福生第五小学校（講堂）防音機能復旧（復機）工

事（電気設備）
入札見積締切日時 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28日 9時37分

予定価格 8,060,040円

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２番地２

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 宮崎電気株式会社

所在地 東京都福生市大字熊川１０６８番地

落札金額 7,250,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 宮崎電気株式会社 7,250,000円 落札

2 有限会社小林電業 7,300,000円

3 有限会社日福電設 7,330,000円

4 ホーエイ電設株式会社 7,350,000円

5 有限会社モリヤ電気 7,380,000円

6 純電工株式会社 7,400,000円

備考 【概要】
空調設備更新に伴う電気設備工事　一式
空調面積665㎡
 
※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 2019-00277 件名

内部発注番号 718
音声反訳議事録作成システム用電算機借上入札見積締切日時 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28日 10時03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１ 131 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

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 辞退

3 日立キャピタル株式会社

辞退

4 富士通リース株式会社

辞退

5 日本電子計算株式会社

不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
Recorder・ControlServer用パソコン１台及びRewriter用パソコン３台、液晶ディスプレイ４台、議場・委員会室音声選択スイッ
チ
 
全社応札なしのため、打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00293 件名

内部発注番号 671
参議院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 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28日 17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

落札金額 2,829,563円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 株式会社ヒューマントラスト 営業本部 3,093,150円 2,983,013円 2,922,656円 不調随契　2,829,563円

2 株式会社綜合キャリアオプション 3,015,067円 2,969,175円 2,923,283円

3 富士ソフトサービスビューロ株式会社

辞退 ＊＊ ＊＊

4 キャリアリンク株式会社

辞退 ＊＊ ＊＊

5 株式会社ウィズ 本社

辞退 ＊＊ ＊＊

6 テンブロス株式会社 新宿オフィス

不参 ＊＊ ＊＊

備考 【概要】
期日前投票受付事務等業務
５名（10名）×９日間　※ただし現場責任者１名、従事者４名とする。
６名（12名）×７日間　※ただし現場責任者１名、従事者５名とする。
（）は、１日の前半・後半交代制の延べ人員
当日投票受付事務等業務
各投票所に従事者３名（投票所11箇所、従事者延べ33名）
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00273 件名

内部発注番号 766
扶桑会館音響設備借上入札見積締切日時 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28日 10時05分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町92番地５

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 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 1,626,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 大和通信機株式会社 1,626,000円 落札

2 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 1,656,000円

3 ＪＡ三井リース株式会社

辞退

4 株式会社会議録研究所

辞退

5 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
木製ラック　　　　　　　　１台　　　増設用ダイバシティチューナーユニット１台
EIAコネクタパネル　　　　 １台　　　ワイヤレスマイク　ハンド型　　　　　３台
有線マイク入力プレート　　１台　　　 壁取付用ワイヤレスアンテナ　　　　　２台　　　　
ダイバシティワイヤレスチューナー　１台　　デジタルパワーアンプ　　　　１台　外
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00294 件名

内部発注番号 879
福生第三中学校体育館床金具取替工事入札見積締切日時 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28日 10時44分

予定価格 2,721,600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 2800 運動場施設

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 興國緑化株式会社

所在地 東京都福生市北田園二丁目２５番地４号

落札金額 1,980,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 1,980,000円 落札

2 日本フィールドシステム株式会社 関東支店 2,000,000円

3 スポーツマテリアル株式会社 2,380,000円

4 和宏体育施設株式会社

辞退

5 株式会社塩田組

辞退

備考 【概要】
バレーボール支柱用床金具取替　３か所
バドミントン支柱用床金具取替　６か所
 
※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 2019-00295 件名

内部発注番号 854
各小・中学校ガラス清掃委託入札見積締切日時 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28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 東京都福生市大字福生1055番地外９箇所

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 株式会社ケイ・エス

所在地 東京都立川市柏町二丁目５０番地の４

落札金額 1,876,290円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ケイ・エス 1,876,290円 落札

2 株式会社エイト 西多摩支店 2,200,000円

3 株式会社東京サービス 2,240,000円

4 株式会社三友 2,251,548円

5 有限会社シンエイスマート 2,300,000円

備考 【概要】
各小・中学校ガラス清掃委託
　建物外側サッシの内外ガラス面を清掃する。
　清掃面積28,866㎡
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00278 件名

内部発注番号 871
給食費管理システム電算機借上入札見積締切日時 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28日 13時10分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1606番地１　福生市学校給食センター

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ＪＥＣＣ

所在地 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

落札金額 852,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ 876,000円 852,000円 落札

2 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 1,014,000円

辞退

3 東京センチュリー株式会社

辞退 ＊＊

4 リコージャパン株式会社 西東京支社　西東京
ＬＡ営業部 辞退 ＊＊

5 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退 ＊＊

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
ノートパソコン２台
付属品（マウス、バーコードリーダー、外付ハードディスク）
プリンタ１台
ソフトウェア（MicrosoftWindows10Pro、MicrosoftOfficeProfessional2016ほか）
保守　等
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00297 件名

内部発注番号 905
市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）FWD調査業務委

託
入札見積締切日時 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28日 10時58分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

営業種目１ 124 土木・水系関係調査業務 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 東亜道路工業株式会社 多摩営業所

所在地 東京都八王子市谷野町５９７

落札金額 450,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東亜道路工業株式会社 多摩営業所 450,000円 落札

2 ニチレキ株式会社 東京営業所 480,000円

3 アールテックコンサルタント株式会社 820,000円

4 第一航業株式会社 西東京支店 2,200,000円

5 株式会社レインボー・コンサルタント

不参

備考 【概要】
計画及び準備　一式
協議及び打合せ　一式
舗装たわみ量測定　一式
開削調査　一式
解析・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 2019-00287 件名

内部発注番号 886
消防団詰所（第四分団）空調設備改良工事入札見積締切日時 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28日 10時48分

予定価格 1,486,080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 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 有限会社小林電業

所在地 東京都福生市本町９３

落札金額 1,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社小林電業 1,300,000円 落札

2 有限会社モリヤ電気 1,320,000円

3 株式会社細谷電機 1,338,000円

4 有限会社アクティブ電設 1,340,000円

5 ホーエイ電設株式会社 1,350,000円

備考 【概要】
空調室内機（壁掛形）及び空調室外機の撤去新設工事（１組）　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00296 件名

内部発注番号 900
市道加美平16号線FWD調査業務委託入札見積締切日時 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28日 11時00分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

営業種目１ 124 土木・水系関係調査業務 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 東亜道路工業株式会社 多摩営業所

所在地 東京都八王子市谷野町５９７

落札金額 450,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東亜道路工業株式会社 多摩営業所 450,000円 落札

2 グリーン・コンサルタント株式会社 460,000円

3 ニチレキ株式会社 東京営業所 480,000円

4 アートエンジニアリング株式会社

辞退

5 ティーアール・コンサルタント株式会社 東京本
社 不参

備考 【概要】
計画及び準備　一式
協議及び打合せ　一式
舗装たわみ量測定　一式
開削調査　一式
解析・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 2019-00288 件名

内部発注番号 812
福生市学校給食センターパート職員健康診断委

託
入札見積締切日時 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28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 東京都福生市大字熊川1606番地１　福生市学校給食センター

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 医療法人財団立川中央病院

所在地 東京都立川市柴崎町二丁目１７番１４号

落札金額 442,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人財団立川中央病院 442,400円 落札

2 医療法人社団崎陽会 459,200円

3 公益財団法人東京都結核予防会

辞退

4 一般財団法人労働衛生協会

不参

備考 【概要】
学校給食衛生管理基準（第4衛生管理体制に係る衛生管理基準の(3)学校給食従事者の健康管理の一）に基づく職員の健
康診断
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00298 件名

内部発注番号 754
保健センター植木剪定委託入札見積締切日時 2019年5月27日 17時00分

開札日時 2019年5月28日 15時12分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生2125番地３

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

所在地 東京都福生市志茂56番地

落札金額 500,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 株式会社丸松 600,000円 550,000円 500,000円 落札

2 株式会社共進造園 750,000円 590,000円 540,000円

3 立山産業株式会社 720,000円 580,000円

辞退

4 株式会社アンテック・オペレーション・システム 957,300円

辞退 ＊＊

備考 【概要】
植木の剪定、消毒及び緑地内の清掃
 
※入札価格は税抜きです。


