
予定価格

落札金額

80,560,800

36,099,000

35,900,000

30,393,000

7,452,000

10,800,000

1,456,000

8,428,000

8,000,000

2,500,000

8,172,000

7,746,000

6,411,000

5,770,000

7,861,000

7,590,000

2,773,000

2,753,000

2,150,000

1,900,000

1,080,000

1,200,000

1
電算機借上（中学校教育用端末
等）

富士通リース㈱ 11 1

令和元年６月20日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

3
電算機借上（小・中学校管理職用
端末等）

富士通リース㈱ 9 1

2 自転車駐車場施設改良工事 井戸鉄建㈱ 9 1 事前公表案件

5
住民基本台帳ネットワークシステ
ム電算機借上

㈱ＪＥＣＣ 7 1

4
福生第二中学校ランチルーム厨房
設備等撤去工事

7 1 不調

7 牛乳保冷庫購入 ㈱アイホー多摩営業所 5 1

6 地籍調査委託 ㈱プランニングマップ 7 1

9 せせらぎ遊歩道公園地質調査委託 中央開発㈱東京支社 6 1

8 自転車駐車場照明改良工事 ㈱細谷電機 6 1 事前公表案件

11 子ども応援館内装改良工事 ㈱たまエンドレス 6 1 事前公表案件

10
福生第六小学校便所改良工事（給
排水衛生設備）

八洲環境保全㈲ 6 1 事前公表案件

13
参議院議員選挙ポスター掲示場設
置撤去委託

㈱自然堂 5 1

12
福生第六小学校便所改良工事（建
築）

㈱塩田組 6 1 事前公表案件

15 多摩川堤防沿桜管理委託 ㈱丸松 5 1

14 福生第三小学校体育館床改良工事 興國緑化㈱ 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。

17
市道幹線Ⅱ-20号線 街路樹剪定等
委託

㈱福樹園 5 2

16 特定健康診査受診勧奨委託 ㈱エム・エイチ・アイ 5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00321 件名

内部発注番号 1304
電算機借上（中学校教育用端末等）入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20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 80,560,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 80,560,800円 落札

2 日本教育情報機器株式会社 81,420,000円

3 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社

81,516,000円

4 日通商事株式会社 東京支店 81,954,000円

5 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

6 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

7 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

8 芙蓉総合リース株式会社

辞退

9 総合商社ベンキョウドー株式会社

辞退

10 東洋通信工業株式会社

辞退

11 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】
中学校教育用　サーバ　３台　タブレットパソコン141台　外
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00323 件名

内部発注番号 1351
自転車駐車場施設改良工事入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20日 9時13分

予定価格 38,986,920円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市東町５番地１外２箇所

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 井戸鉄建株式会社

所在地 東京都青梅市今井三丁目6番地17号

落札金額 35,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 井戸鉄建株式会社 35,900,000円 落札

2 中村建設株式会社

辞退

3 株式会社島田組 福生営業所

辞退

4 株式会社渡辺工務店

辞退

5 株式会社モリタ

辞退

6 株式会社山口建興

辞退

7 扶桑建設株式会社

辞退

8 株式会社塩田組

辞退

9 株式会社長井工務店

不参

備考 【概要】
福生駅東口地下自転車駐車場　自動精算機　新設　２基
　　　　　　　　　　　　　　電磁ロック付自転車ラック　新設　一式
牛浜駅東口自転車駐車場　　　ブロック塀　撤去　一式
　　　　　　　　　　　　　　メッシュフェンス　新設　一式
東福生駅西口自転車駐車場　　スライド式自転車ラック　撤去　一式
　　　　　　　　　　　　　　電磁ロック付自転車ラック　新設　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　32,489,000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 2019-00320 件名

内部発注番号 1306
電算機借上（小・中学校管理職用端末等）入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20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１ 131 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 30,393,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 30,393,000円 落札

2 株式会社ＪＥＣＣ 30,492,000円

3 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社

30,777,000円

4 日通商事株式会社 東京支店 31,188,000円

5 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

6 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

7 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

8 日立キャピタル株式会社

辞退

9 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

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
管理職用パソコン　20台
教科指導用パソコン14台
図書室用パソコン20台　外
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00324 件名

内部発注番号 1391
福生第二中学校ランチルーム厨房設備等撤去工

事
入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20日 9時21分

予定価格 24,667,200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22番地１

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

所在地

落札金額

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

最低制限未満

2 株式会社島田組 福生営業所

辞退

3 豊友建設株式会社

辞退

4 株式会社渡辺工務店

辞退

5 株式会社モリタ

辞退

6 株式会社コバ建設 西東京営業所

辞退

7 株式会社塩田組

辞退

備考 【概要】
厨房設備撤去　　　　　　一式
倉庫及び会議室への改修　一式
上記に伴う設備工事　　　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 2019-00322 件名

内部発注番号 1133
住民基本台帳ネットワークシステム電算機借上入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20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 7,452,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ 7,452,000円 落札

2 日通商事株式会社 東京支店 7,668,000円

3 富士通リース株式会社 7,836,000円

4 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

5 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

6 和泉ビジネス・マシン株式会社

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】
住民基本台帳ネットワークシステム機器一式
サーバ　1台　端末　３台
周辺機器　ほか
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00325 件名

内部発注番号 1172
地籍調査委託入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20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 東京都福生市福生の一部

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 株式会社プランニングマップ

所在地 東京都福生市加美平三丁目３４番地１６

落札金額 10,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社プランニングマップ 10,800,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 13,300,000円

3 株式会社アース設計コンサルタント 13,300,000円

4 株式会社ふくみ 13,500,000円

5 株式会社ファースト設計 福生営業所 13,600,000円

6 株式会社アサヒサーベイング 14,000,000円

7 株式会社ヤードエンジニアリング 20,000,000円

備考 【概要】
都市再生地籍調査(官民境界等先行調査)
　調査面積　0.1k㎡(D~H工程)
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00319 件名

内部発注番号 1117
牛乳保冷庫購入入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20日 10時14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623番地外

営業種目１ 009 家電・カメラ・厨房機器等 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 株式会社アイホー 多摩営業所

所在地 東京都八王子市松木18－9

落札金額 1,456,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アイホー 多摩営業所 1,456,000円 落札

2 平成調理機株式会社 1,619,000円

3 株式会社フジマック 武蔵野営業所 1,640,000円

4 共和厨房設備株式会社 1,740,000円

5 有限会社ショービ 1,800,000円

備考 【概要】
市内小中学校（２校）の配膳室に設置する牛乳保冷庫を購入
福生第二小学校　１台
福生第二中学校　１台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00326 件名

内部発注番号 1202
自転車駐車場照明改良工事入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20日 9時40分

予定価格 9,102,240円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市東町５番地１外３箇所

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 株式会社細谷電機

所在地 東京都福生市志茂３６番地５

落札金額 8,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社細谷電機 8,000,000円 落札

2 有限会社モリヤ電気 8,035,000円

3 有限会社日福電設 8,114,000円

4 宮崎電気株式会社 8,162,000円

5 ホーエイ電設株式会社 8,200,000円

6 有限会社アクティブ電設 8,365,000円

備考 【概要】
既存照明撤去　ＬＥＤ照明新設　一式
工事箇所：福生駅東口地下自転車駐車場、牛浜駅東口自転車駐車場
　　　　　牛浜駅西口自転車駐車場、拝島駅北口自転車駐車場
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00327 件名

内部発注番号 1295
せせらぎ遊歩道公園地質調査委託入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20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 東京都福生市熊川地内

業種 1500 地質調査

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 中央開発株式会社 東京支社

所在地 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号

落札金額 2,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 中央開発株式会社 東京支社 2,500,000円 落札

2 国際航業株式会社 多摩営業所 3,790,000円

3 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 関東支社 3,800,000円

4 大和探査技術株式会社 東京支店 5,400,000円

5 川崎地質株式会社 首都圏事業本部 5,800,000円

6 八千代エンジニヤリング株式会社 事業統括本
部 辞退

備考 【概要】
地質調査　計画準備　　　　１式
　　　　　資料収集整理　　１式
　　　　　機械ボーリング　２孔21ｍ
　　　　　標準貫入試験　　２孔21回
　　　　　解析等調査　　　１式
　　　　　報告書作成　　　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00328 件名

内部発注番号 860
福生第六小学校便所改良工事（給排水衛生設備

）
入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20日 10時08分

予定価格 8,825,760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９番地１

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 八洲環境保全有限会社

所在地 東京都青梅市今井一丁目１２２番地

落札金額 7,746,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八洲環境保全有限会社 7,746,000円 落札

2 株式会社森田工業所 7,928,000円

3 有限会社加藤設備

辞退

4 安藤設備株式会社

辞退

5 羽村設備株式会社

辞退

6 有限会社原島管工

不参

備考 【概要】
だれでもトイレ設置、男子・女子便所改修工事にともなう給排水衛生設備工事　一式
 
※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 2019-00329 件名

内部発注番号 1327
子ども応援館内装改良工事入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20日 10時13分

予定価格 6,923,880円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園二丁目５番地７

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 株式会社たまエンドレス

所在地 東京都西多摩郡日の出町大字平井２２番地４

落札金額 5,770,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社たまエンドレス 5,770,000円 落札

2 株式会社水井装備 5,980,000円

3 株式会社渡辺工務店 6,300,000円

4 株式会社塩田組 6,400,000円

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

備考 【概要】
衝撃吸収フロア　新設　100㎡
クッションフロア　新設　21㎡
長尺シート　新設　19㎡
LED照明器具　新設　27台
非常照明　新設　5台
 
※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 2019-00330 件名

内部発注番号 859
福生第六小学校便所改良工事（建築）入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20日 10時22分

予定価格 8,489,880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９番地１

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 7,590,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社塩田組 7,590,000円 落札

2 株式会社島田組 福生営業所

辞退

3 株式会社モリタ

辞退

4 株式会社山崎工務店

辞退

5 株式会社岡野組

辞退

6 株式会社渡辺工務店

辞退

備考 【概要】
だれでもトイレ設置　１箇所、男子・女子便所改修　一式
上記に伴う電気設備工事　一式　
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00331 件名

内部発注番号 1706
参議院議員選挙ポスター掲示場設置撤去委託入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20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番地外

営業種目１ 024 標識・看板等 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 株式会社自然堂

所在地 東京都青梅市勝沼三丁目１４１番地の７

落札金額 2,773,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社自然堂 2,773,000円 落札

2 株式会社コーエー 東京支店 2,844,000円

3 株式会社ヒロタ 3,002,000円

4 誠興産株式会社 3,950,000円

5 日本リーテック株式会社 道路設備支店

不参

備考 【概要】
３段34区画36面の掲示場79箇所の設置及び撤去
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00332 件名

内部発注番号 1312
福生第三小学校体育館床改良工事入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20日 10時24分

予定価格 2,973,240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

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 2,150,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 2,150,000円 落札

2 日本フィールドシステム株式会社 関東支店 2,300,000円

3 スポーツマテリアル株式会社 2,500,000円

4 青野スポーツ施設株式会社 東京営業所 2,698,000円

5 山田体育施設株式会社

辞退

備考 【概要】
床研磨工　682㎡、床塗装工　682㎡、ライン工　一式
 
※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 2019-00333 件名

内部発注番号 1220
多摩川堤防沿桜管理委託入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20日 10時24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一丁目先から北田園二丁目先

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 1,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社丸松 1,900,000円 落札

2 株式会社福樹園 2,120,000円

3 興國緑化株式会社 2,200,000円

4 有限会社村尾造園土木 2,250,000円

5 立山産業株式会社 2,300,000円

備考 【概要】
樹木剪定工
　軽剪定70本、不要枝剪定197本
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00334 件名

内部発注番号 1366
特定健康診査受診勧奨委託入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20日 11時49分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 受注者施設

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 株式会社エム・エイチ・アイ

所在地 東京都新宿区高田馬場四丁目３９番７号

落札金額 1,080,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社エム・エイチ・アイ 1,080,000円 落札

2 株式会社ＫＤＤＩエボルバコールアドバンス

辞退

3 富士ソフトサービスビューロ株式会社

辞退

4 株式会社バックスグループ

不参

5 株式会社アイネットサポート

不参

備考 【概要】
特定健康診査対象者への電話による受診勧奨
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00335 件名

内部発注番号 1276
市道幹線Ⅱ-20号線 街路樹剪定等委託入札見積締切日時 2019年6月19日 17時00分

開札日時 2019年6月20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 東京都福生市北田園二丁目９番地先外

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 株式会社福樹園

所在地 東京都福生市大字福生５４４番地

落札金額 1,200,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社福樹園 1,300,000円 1,200,000円 落札

2 立山産業株式会社 1,500,000円 1,280,000円

3 株式会社丸松 1,550,000円 1,290,000円

4 有限会社英造園 1,550,000円

辞退

5 株式会社共進造園 1,600,000円

辞退

備考 【概要】
高木剪定　　　　　　　年１回
高木ヤゴ取り　　　　　年１回
植ます内除草清　　　　年２回
落葉清掃　　　　　　　年２回冬季（植ます及び歩道等）
 
※入札価格は税抜きです。


