
予定価格

落札金額

26,487,000

25,800,000
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2,049,000
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事前公表案件

令和元年9月19日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1
市道武蔵野台52号線改良工事（第
二工区）

成友興業㈱福生営業所 7 1

事前公表案件
不調

2
電算機借上（R01住民情報系ファイ
ルサーバ）

㈱ＪＥＣＣ 6 1

3 市民会館人荷用昇降機改良工事 7 1

事前公表案件
不調

4 小中学校災害時備蓄品購入 ㈱消防弘済会 5 1

5 宿橋補修工事 5 1

6 ライセンス購入（PDF編集ソフト）
㈱大塚商会LA事業部公共グ
ループ

5 1

7 道路台帳平面図等補正委託 国際測地㈱福生営業所 5 1

8 市民文化祭展示会場設営委託 ㈱セレスポ西東京支店 5 1

9
公共下水道管渠清掃委託（エリア
清掃）

㈱スイーピングサービス 5 1

10
消費者啓発「たっけー☆☆を活用
した未成年者への啓発（グッズ制
作）」事業委託

5 1 不調

11
「未成年者を対象とした消費者啓
発」事業委託

㈱ジャパックス 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。

12
消費者啓発「見守り手向けパンフ
レットの作製」事業委託

高橋事ム所デザインワーク
ス

5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00453 件名

内部発注番号 3435
市道武蔵野台52号線改良工事（第二工区）入札見積締切日時 2019年9月18日 17時00分

開札日時 2019年9月19日 9時02分

予定価格 29,135,700円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平一丁目地内

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 成友興業株式会社 福生営業所

所在地 東京都福生市福生699番地3

落札金額 25,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 成友興業株式会社 福生営業所 25,800,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 26,400,000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 中村建設株式会社

辞退

7 株式会社入江建設 東京支店

辞退

備考 【概要】
舗装改修及び排水施設の改修を行う
施工延長L=400.4ｍ
アスファルト舗装工　A=3,095㎡
排水施設工　一式
区画線工　　一式
外雑工　　　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　23,303,000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 2019-00463 件名

内部発注番号 3486
電算機借上（R01住民情報系ファイルサーバ）入札見積締切日時 2019年9月18日 17時00分

開札日時 2019年9月19日 9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５番地外

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 4,728,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ 4,728,000円 落札

2 富士通リース株式会社 4,770,000円

3 井上事務機事務用品株式会社 4,908,000円

4 リコーリース株式会社

辞退

5 ＮＴＴ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】
住民情報系ファイルサーバ更新に伴うサーバ機器一式の借上
 
※入札価格は税別です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00454 件名

内部発注番号 3579
市民会館人荷用昇降機改良工事入札見積締切日時 2019年9月18日 17時00分

開札日時 2019年9月19日 9時10分

予定価格 14,771,900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 4800 エレベーター

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 ジャパンエレベーターパーツ株式会社

最低制限未満

2 三菱電機ビルテクノサービス株式会社

辞退

3 株式会社日立ビルシステム 首都圏支社

辞退

4 中央エレベーター工業株式会社

辞退

5 エス・イー・シーエレベーター株式会社

辞退

6 ダイコー株式会社

辞退

7 株式会社エレベータシステムズ

不参

備考 【概要】
積載量2,000kg　油圧式人荷用昇降機（３停止階）
部品、機器類の取替え　一式
地震時管制装置、停電時管制装置等安全装置の新設　一式
 
※予定価格事前公表案件
※打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00464 件名

内部発注番号 4059
小中学校災害時備蓄品購入入札見積締切日時 2019年9月18日 17時00分

開札日時 2019年9月19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 東京都福生市福生1055番地外（市立小中学校10校）

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 1,348,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 1,348,400円 落札

2 株式会社オガワ防災 1,370,000円

3 中央理化工業株式会社 東京西営業所 1,400,000円

4 星野総合商事株式会社 東京営業所 1,403,000円

5 船山株式会社 東京本店

辞退

備考 【概要】
５年保存食　83箱　　　５年保存アルファ化米　10箱
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00455 件名

内部発注番号 3524
宿橋補修工事入札見積締切日時 2019年9月18日 17時00分

開札日時 2019年9月19日 9時20分

予定価格 2,907,300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 0200 橋りょう工事

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 土屋建設株式会社

辞退

2 株式会社島田組 福生営業所

辞退

3 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

4 有限会社村尾造園土木

辞退

5 株式会社岡野組

辞退

備考 【概要】
橋長　11.13ｍ　全幅員　6.5ｍ
・断面修復工・剥落防止工・支承塗装塗替工
 
※予定価格事前公表案件
※全者応札無しのため、打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00465 件名

内部発注番号 4012
ライセンス購入（PDF編集ソフト）入札見積締切日時 2019年9月18日 17時00分

開札日時 2019年9月19日 9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１ 002 事務機器・情報処理用機器 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 株式会社大塚商会 LA事業部公共グループ

所在地 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号

落札金額 1,014,700円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社大塚商会 LA事業部公共グループ 1,014,700円 落札

2 リコージャパン株式会社 西東京支社　西東京
ＬＡ営業部

1,024,600円

3 株式会社ムサシ 1,024,650円

4 株式会社アイネス 首都圏営業第一部 1,032,000円

5 ミツイワ株式会社 サービスＥＮＧ本部　多摩
ＦＳ部

1,090,700円

備考 【概要】
ライセンス購入　　　　　330ライセンス
インストールメディア　　1枚
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00456 件名

内部発注番号 3701
道路台帳平面図等補正委託入札見積締切日時 2019年9月18日 17時00分

開札日時 2019年9月19日 9時30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 2,300,000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 2,300,000円 落札

2 株式会社ふくみ 2,450,000円

3 株式会社プランニングマップ 2,500,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 2,580,000円

5 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 3,150,000円

備考 【概要】
道路台帳の記載事項に変更が生じたため、道路法施行規則第４条の２第５項の規定により、補正委託を行う。
道路台帳平面図補正　補正対象面積　0.0105&#13218;
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00467 件名

内部発注番号 3678
市民文化祭展示会場設営委託入札見積締切日時 2019年9月18日 17時00分

開札日時 2019年9月19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 東京都福生市福生2455番地（福生市民会館・公民館）、福生市牛浜163番地（さくら会館）

営業種目１ 120 催事関係業務 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 090 その他の物品 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 株式会社セレスポ 西東京支店

所在地 東京都国立市泉1丁目4番4号

落札金額 2,049,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社セレスポ 西東京支店 2,049,000円 落札

2 株式会社ジェイレンタル

辞退

3 有限会社東京インテリア・クラフト

辞退

4 株式会社商華堂

辞退

5 株式会社アクティオ プラザ事業部

不参

備考 【概要】
市民文化祭　展示部門会場の設営及び撤去
会場設営：10月31日（木）午前９時～午後９時
会場撤去：11月４日（月・祝）午後４時～午後９時
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00458 件名

内部発注番号 3703
公共下水道管渠清掃委託（エリア清掃）入札見積締切日時 2019年9月18日 17時00分

開札日時 2019年9月19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 東京都福生市大字福生地内

営業種目１ 113 管渠清掃 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 1,280,000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 1,280,000円 落札

2 株式会社京葉興業 1,300,000円

3 株式会社旭商会 多摩営業所 1,370,000円

4 株式会社加藤商事 西多摩支店 1,410,000円

5 株式会社三凌商事 1,500,000円

備考 【概要】
管渠清掃工　1761.74m
土砂処分工　4.36㎡
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00459 件名

内部発注番号 3989
消費者啓発「たっけー☆☆を活用した未成年者へ

の啓発（グッズ制作）」事業委託
入札見積締切日時 2019年9月18日 17時00分

開札日時 2019年9月19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  

営業種目２ 005 荒物雑貨 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ＪＴＢ 2,214,700円

2 株式会社ヒューマントラスト 営業本部

辞退

3 有限会社昭島堂

辞退

4 パシフィックリプロサービス株式会社

辞退

5 株式会社ネクストブレイン

辞退

備考 【概要】
消費者啓発「たっけー☆☆を活用した未成年者への啓発」事業委託
（１）キャラクターグッズのデザイン・制作
 
※入札価格は税抜きです。
※打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00460 件名

内部発注番号 3837
「未成年者を対象とした消費者啓発」事業委託入札見積締切日時 2019年9月18日 17時00分

開札日時 2019年9月19日 9時56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１ 101 印刷 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 190 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 株式会社ジャパックス

所在地 東京都渋谷区神宮前1丁目１４番１４号

落札金額 850,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジャパックス 850,000円 落札

2 株式会社ドゥ・アーバン 1,155,000円

3 株式会社大和田組 1,545,000円

4 株式会社武揚堂

辞退

5 株式会社アクア

不参

備考 【概要】
未成年者に向けた消費者啓発冊子を、漫画形式で学年ごとに３種類作成する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00466 件名

内部発注番号 3778
消費者啓発「見守り手向けパンフレットの作製」事

業委託
入札見積締切日時 2019年9月18日 17時00分

開札日時 2019年9月19日 10時43分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 101 印刷 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 190 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 高橋事ム所デザインワークス

所在地 東京都立川市幸町四丁目５２－１幸町団地５－１０１

落札金額 271,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 高橋事ム所デザインワークス 271,000円 落札

2 有限会社サイシン広告 311,100円

3 株式会社ネクスメディア 354,974円

4 株式会社靖文社

辞退

5 株式会社キョウエイアドインターナショナル 本
社 不参

備考 【概要】
悪質商法及び振り込め詐欺を中心とした高齢者等が被害に遭いやすい消費者問題を周知すると共に、高齢者等の被害防
止には、周囲の見守りが必要であることを啓発するための見守り手向けパンフレットを作成する。
 
※入札価格は税抜きです。


