
予定価格

落札金額

39,915,000

35,900,000

1,829,700

32,014,000

28,812,600

936,000

30,150,000

1,270,000

13,045,000

12,000,000

839,700

7,800,000

7,240,000

5,496,000

4,483,000

1,200,000

1,100,000

759,000

800,000

680,000

585,000

1
市道第1047号線外１舗装補修工事
（第一工区）

㈱岡野組 9 1 事前公表案件

令和元年8月15日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

3
市営競技場管理棟改良工事（機械
設備）

日本装芸㈱西東京支店 9 1 事前公表案件

2 庁舎防犯カメラ借上 ㈱セキュリティハウス西東京 6 1

5
容器包装プラスチック選別圧縮梱
包委託（令和２年度分）

㈱加藤商事西多摩支店 9 1

4 町会備品購入（ＡＥＤ） フクダ電子東京西販売㈱ 5 1

7
市営競技場管理棟改良工事（電気
設備）

ホーエイ電設㈱ 8 1 事前公表案件

6 公用車購入（その２） 中西モータース 5 1 税込

9 中央幹線実施設計委託
㈱ファースト設計福生営業
所

6 1

8
町会備品購入（折りたたみテーブ
ル外）

㈱ヒノデン福生支店 5 1

11
福生第三小学校外３校プール給湯
器取替等工事

㈱森田工業所 6 1 事前公表案件

10 路面性状調査委託 国際航業㈱多摩営業所 6 1

13 公共下水道管渠調査委託R元その３ ㈱創成 5 2

12 公園台帳補正委託 国際測地㈱福生営業所 5 1

15
廃棄物処理委託（オイルドレーン
等清掃）

㈱加藤商事西多摩支店 5 1

14 日光橋公園外１公園地歴調査委託 中外テクノス㈱東京支社 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。

17 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

16 社会科副読本作成委託 ㈱岩崎文昌堂 5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00413 件名

内部発注番号 2697
市道第1047号線外１舗装補修工事（第一工区）入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15日 9時01分

予定価格 43,108,200円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市志茂、牛浜地内

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 株式会社岡野組

所在地 東京都あきる野市草花２００９番地

落札金額 35,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社岡野組 35,900,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 39,690,000円

3 成友興業株式会社 福生営業所 39,900,000円

4 株式会社島田組 福生営業所

辞退

5 土屋建設株式会社

辞退

6 有限会社麻生マーク

辞退

7 株式会社第一建設

辞退

8 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

辞退

9 木本建興株式会社 多摩支店

辞退

備考 【概要】
舗装補修工事を行う。
施工延長　433.4ｍ　幅員8.0ｍ
アスファルト舗装工　3181㎡
排水工　一式　安全施設工　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　35,338,000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 2019-00429 件名

内部発注番号 2926
庁舎防犯カメラ借上入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15日 10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

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 1,829,700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 1,829,700円 決定

2 東洋通信工業株式会社 3,864,000円

3 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

4 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

5 日通商事株式会社 東京支店

辞退

6 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

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
・監視カメラ　19台
・モニター　２台
・録画機器　２台
・電源供給ユニット　４台　外
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00414 件名

内部発注番号 2501
市営競技場管理棟改良工事（機械設備）入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15日 9時10分

予定価格 34,575,120円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生3232番地

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 日本装芸株式会社 西東京支店

所在地 東京都西東京市南町五丁目９番８号コーポアライ２　１０１号室

落札金額 28,812,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本装芸株式会社 西東京支店 28,812,600円 落札

2 八重洲工業株式会社 29,500,000円

3 羽村設備株式会社 30,470,000円

4 株式会社開成 30,800,000円

5 師岡設備工業株式会社 30,900,000円

6 株式会社森田工業所

辞退

7 有限会社加藤設備

辞退

8 株式会社青和施設工業所

辞退

9 田中工業株式会社

辞退

備考 【概要】
ガス給湯器新設　１台
空調機新設　６台
衛生器具新設　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　28,812,000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 2019-00428 件名

内部発注番号 3084
町会備品購入（ＡＥＤ）入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15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785番地　熊川中央会館　外11箇所

営業種目１ 019 医療用機械器具 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 フクダ電子東京西販売株式会社

所在地 東京都立川市高松町一丁目２３番１７号

落札金額 936,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 フクダ電子東京西販売株式会社 936,000円 落札

2 済生堂岡田薬品 1,797,600円

3 株式会社スズケン 中央支店 3,120,000円

4 綜合警備保障株式会社 南多摩支社 3,360,000円

5 エイバン商事株式会社

不参

備考 【概要】
ＡＥＤ　12台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00415 件名

内部発注番号 2827
容器包装プラスチック選別圧縮梱包委託（令和

２年度分）
入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15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 30,150,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社加藤商事 西多摩支店 30,150,000円 落札

2 株式会社リステム 31,490,000円

3 比留間運送株式会社 31,490,000円

4 加藤商事株式会社 32,160,000円

5 環衛サービス株式会社 32,830,000円

6 志賀興業株式会社 西多摩支店 33,500,000円

7 株式会社市川環境エンジニアリング 東京支店 33,500,000円

8 太誠産業株式会社

辞退

9 株式会社タズミ

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。
 
※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 2019-00426 件名

内部発注番号 3049
公用車購入（その２）入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15日 9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 中西モータース

所在地 東京都福生市東町１３番地１２

落札金額 1,270,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 中西モータース 1,270,000円 落札

2 森田自動車 1,300,000円

3 マルダイオート株式会社 1,850,000円

4 株式会社ムサシ

辞退

5 フジミ自動車興業株式会社

不参

備考 【概要】
ワンボックス型軽自動車　１台
 
入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00416 件名

内部発注番号 2494
市営競技場管理棟改良工事（電気設備）入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15日 9時30分

予定価格 14,088,600円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生3232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 ホーエイ電設株式会社

所在地 東京都福生市大字福生９４７番地８

落札金額 12,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ホーエイ電設株式会社 12,000,000円 落札

2 有限会社日福電設 12,200,000円

3 有限会社アクティブ電設 12,250,000円

4 株式会社細谷電機 12,300,000円

5 有限会社小林電業 12,330,000円

6 有限会社モリヤ電気 12,380,000円

7 宮崎電気株式会社 12,490,000円

8 純電工株式会社 12,500,000円

備考 【概要】
動力盤新設　１台
電灯分電盤新設　１台
LED照明新設　113台
防犯カメラ新設　２台
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　11,714,000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 2019-00427 件名

内部発注番号 3083
町会備品購入（折りたたみテーブル外）入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15日 9時35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95番地　福生熊川住宅自治会集会所　外30箇所

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 839,700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 839,700円 落札

2 株式会社ツクモ商事 861,500円

3 いさみや 871,000円

4 有限会社ヤマシン 877,100円

5 有限会社いずみ堂

不参

備考 【概要】
折りたたみテーブル　13台
パイプ椅子　30脚
スチール台車　12台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00417 件名

内部発注番号 2863
中央幹線実施設計委託入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15日 9時41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 株式会社ファースト設計 福生営業所

所在地 東京都福生市大字福生２５３番２号マウントビレッジB　１階

落札金額 7,800,000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 7,800,000円 落札

2 株式会社ふくみ 8,200,000円

3 株式会社アース設計コンサルタント 8,200,000円

4 株式会社プランニングマップ 8,250,000円

5 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 8,250,000円

6 国際測地株式会社 福生営業所 8,500,000円

備考 【概要】
中央幹線　管きょ更生　実施設計　1,425m
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00418 件名

内部発注番号 2715
路面性状調査委託入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15日 9時50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 国際航業株式会社 多摩営業所

所在地 東京都府中市晴見町２丁目２４番１号

落札金額 7,240,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 国際航業株式会社 多摩営業所 7,240,000円 落札

2 株式会社大輝 7,370,000円

3 株式会社パスコ 東京支店 7,900,000円

4 株式会社日本インシーク 東京本社営業部 8,200,000円

5 株式会社フジヤマ 多摩営業所 8,500,000円

6 アジア航測株式会社 本社営業部 9,900,000円

備考 【概要】
路面性状調査
計画準備、報告書作成、打合せ協議　一式
路面性状測定、ひび割れ解析、わだち掘れ解析、縦断凹凸解析等　55㎞
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00419 件名

内部発注番号 2811
福生第三小学校外３校プール給湯器取替等工事入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15日 9時55分

予定価格 5,935,680円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地外３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 株式会社森田工業所

所在地 東京都福生市大字熊川７４１番地

落札金額 4,483,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社森田工業所 4,483,000円 落札

2 株式会社三和 4,900,000円

3 八洲環境保全有限会社 5,220,000円

4 水越設備株式会社

辞退

5 有限会社加藤設備

辞退

6 安藤設備株式会社

不参

備考 【概要】
給湯器取替　４台×３校
サーモスタット取替　２個×４校
循環ポンプ移設　１台×１校
膨張タンク撤去新設　１台×１校
 
※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 2019-00420 件名

内部発注番号 2968
公園台帳補正委託入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15日 10時02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 1400 測量

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 国際測地株式会社 福生営業所

所在地 東京都福生市大字熊川４９６番地１１

落札金額 1,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 国際測地株式会社 福生営業所 1,200,000円 落札

2 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 1,350,000円

3 株式会社プランニングマップ 1,380,000円

4 株式会社ふくみ 1,400,000円

5 株式会社ファースト設計 福生営業所 1,500,000円

備考 【概要】
現地踏査　　　　　６公園　延長1,600ｍ
公園台帳図面補正　６公園　延長1,600ｍ
打合せ　　　　　　１業務
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00421 件名

内部発注番号 3068
公共下水道管渠調査委託R元その３入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15日 13時28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17番地１先

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 株式会社創成

所在地 埼玉県所沢市東狭山ケ丘一丁目７番地５２

落札金額 1,100,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社創成 1,250,000円 1,100,000円 落札

2 株式会社環境システムサービス 1,300,000円 1,150,000円

3 株式会社スイーピングサービス 1,320,000円 1,180,000円

4 管清工業株式会社 西東京営業所 1,380,000円 1,200,000円

5 淺間保全工業株式会社 1,350,000円

辞退

備考 【概要】
本管TV調査　　409.32m
取付管TV調査　　18箇所
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 2019-00422 件名

内部発注番号 2907
日光橋公園外１公園地歴調査委託入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15日 10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1386番地１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 中外テクノス株式会社 東京支社

所在地 東京都中央区東日本橋３丁目７番１７号ＣＴビル

落札金額 759,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 中外テクノス株式会社 東京支社 759,000円 落札

2 エヌエス環境株式会社 東京営業所 1,470,000円

3 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 多
摩営業所

1,600,000円

4 パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本
社

2,030,000円

5 株式会社綜合技術コンサルタント 東京支社

辞退

備考 【概要】
地歴調査委託
・資料調査　　　　　　１業務
・聴取調査　　　　　　１業務
・現地調査　　　　　　１業務
・報告書及び資料作成　１業務
・打合せ　　　　　　　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00423 件名

内部発注番号 2920
廃棄物処理委託（オイルドレーン等清掃）入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15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 800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社加藤商事 西多摩支店 800,000円 落札

2 株式会社スイーピングサービス 900,000円

3 有限会社常盤組 950,000円

4 矢野口自工株式会社

辞退

5 株式会社シンシア

不参

備考 【概要】
リサイクルセンター工場内のオイルドレーン等を高圧洗浄し、槽にたまった汚泥を汚泥吸引車により吸引し、産業廃棄物とし
て適正な方法により処理する（年２回）。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00424 件名

内部発注番号 3082
社会科副読本作成委託入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15日 10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　福生市役所　外 福生市内

営業種目１ 003 学校教材・運動用品・楽器 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 101 印刷 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目３ 117 航空写真・図面製作 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 株式会社岩崎文昌堂

所在地 東京都東久留米市氷川台二丁目４番１０号

落札金額 680,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社岩崎文昌堂 680,000円 落札

2 第七広告株式会社

辞退

3 東京書籍株式会社 東京支社

辞退

4 株式会社帝国書院

辞退

5 株式会社ぎょうせい

辞退

備考 【概要】
令和２年度から市内小学校３年生が使用する
社会科副読本等の制作及び印刷業務を委託する。
1000部
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00425 件名

内部発注番号 2830
職員ＶＤＴ検査委託入札見積締切日時 2019年8月14日 17時00分

開札日時 2019年8月15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 585,000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 585,000円 落札

2 医療法人社団大和会

辞退

3 一般財団法人全日本労働福祉協会

不参

4 一般財団法人日本健康管理協会

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。
 
※入札価格は税抜きです。


