
予定価格

落札金額

3,300,000

1,420,000

650,000

3,908,440

3,850,000

1,578,000

1,730,000

1,590,000

1,066,980

891,970

777,600

880,000

※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 せせらぎ遊歩道公園測量委託
㈲あきる野測量設計福生営
業所

5 1

10
酷暑対策・熱中症予防対策被服購
入

㈲冨田屋 5 1

11 日光橋公園防犯カメラ借上
㈱セキュリティハウス西東
京

5 1

8 畜犬登録管理システム機器借上
ＮＥＣキャピタルソリュー
ション㈱

5 1

9 高齢者認知症予防教室委託 医療法人社団和風会 5 1

6 自動釣銭機付レジスター借上 みずほ東芝リース㈱ 5 1

7 公害関係分析委託 エヌエス環境㈱東京営業所 5 1

税込

4 複合型介護予防教室委託 医療法人社団和風会 6 1

5 公用車購入 ㈲村野モータース 6 1

3 市道第172号線測量委託 ㈱ふくみ 5 1

2 自動車騒音調査等委託
㈱アクト音響振動調査事務所
東京営業所

5 1

令和２年４月23日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 子ども読書活動推進計画作成委託 ㈱ぎょうせい 6 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00254 件名

内部発注番号 524
子ども読書活動推進計画作成委託入札見積締切日時 2020年4月22日 17時00分

開札日時 2020年4月23日 10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850番地1

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  

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 株式会社ぎょうせい

所在地 東京都江東区新木場一丁目１８番１１号

落札金額 3,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ぎょうせい 3,300,000円 落札

2 株式会社オフィス・コラボ 3,646,150円

3 株式会社タイム・エージェント 3,720,000円

4 株式会社文化科学研究所 3,860,000円

5 株式会社創建 東京本社

辞退

6 株式会社図書館流通センター

辞退

備考 【概要】
調査研究費（アンケート入力・集計、打合せ等）　１式
資料作成（成果品データ納品含む）　１式
印刷製本費　１式
 
履行期間:契約確定の翌日から令和３年　３月３１日まで
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00255 件名

内部発注番号 562
自動車騒音調査等委託入札見積締切日時 2020年4月22日 17時00分

開札日時 2020年4月23日 9時19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 株式会社アクト音響振動調査事務所 東京営業所

所在地 東京都台東区蔵前４丁目２１番９号蔵前坂口ビル

落札金額 1,420,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アクト音響振動調査事務所 東京営業
所

1,420,000円 落札

2 株式会社中央クリエイト 東京支店 1,430,000円

3 エヌエス環境株式会社 東京営業所 1,450,000円

4 環境リサーチ株式会社 1,650,000円

5 中外テクノス株式会社 東京支社 2,300,000円

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。
 
履行期間:契約確定の翌日から令和３年　３月３１日まで
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00257 件名

内部発注番号 555
市道第172号線測量委託入札見積締切日時 2020年4月22日 17時00分

開札日時 2020年4月23日 9時33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地内

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 株式会社ふくみ

所在地 東京都福生市大字福生２３５６番地６

落札金額 650,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 650,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 700,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 750,000円

4 株式会社プランニングマップ 750,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 880,000円

備考 【概要】
福生市熊川地内において、道路用地寄附申し出による、用地測量を実施するもの。
 
履行期間:契約確定の翌日から令和２年　９月３０日まで
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00243 件名

内部発注番号 521
複合型介護予防教室委託入札見積締切日時 2020年4月22日 17時00分

開札日時 2020年4月23日 10時04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４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 3,908,440円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団和風会 3,908,440円 落札

2 有限会社ハイライフサポート 9,306,000円

3 株式会社コアラ体育サービス 10,080,000円

4 株式会社愛和

辞退

5 東京体育機器株式会社

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、18クールを実施予定。
 
履行期間:契約確定の翌日から令和　３年　３月３１日まで
 
※推定総額にて入札を行った。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00244 件名

内部発注番号 519
公用車購入入札見積締切日時 2020年4月22日 17時00分

開札日時 2020年4月23日 10時45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 有限会社村野モータース

所在地 東京都福生市大字福生２６７

落札金額 3,850,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村野モータース 3,850,000円 落札

2 有限会社協立自動車整備工業 4,289,520円

3 マルダイオート株式会社 4,490,000円

4 株式会社交運社

辞退

5 中西モータース

不参

6 フジミ自動車興業株式会社

不参

備考 【概要】
公園維持管理等のため使用しているダンプトラック自動車の買い換え　１台
 
履行期限:令和　３年　３月３１日まで
 
※入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00245 件名

内部発注番号 563
自動釣銭機付レジスター借上入札見積締切日時 2020年4月22日 17時00分

開札日時 2020年4月23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

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 みずほ東芝リース株式会社

所在地 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号

落札金額 1,578,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 みずほ東芝リース株式会社 1,578,000円 落札

2 株式会社コージー 1,722,000円

3 総合商社ベンキョウドー株式会社 1,920,000円

4 リコーリース株式会社

辞退

5 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
レジスター１台、紙幣釣銭機１台、硬貨釣銭機１台、コイントレイ１台、バックカバー１台
 
履行期間:令和２年６月１日から令和７年５月３１日まで
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00246 件名

内部発注番号 556
公害関係分析委託入札見積締切日時 2020年4月22日 17時00分

開札日時 2020年4月23日 10時33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 1,730,000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 1,730,000円 落札

2 株式会社伊藤公害調査研究所 2,500,000円

3 株式会社新環境分析センター 関東営業所 2,909,500円

4 東京テクニカル・サービス株式会社 3,000,000円

5 帝人エコ・サイエンス株式会社 3,740,000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」
 
履行期間:契約確定の翌日から令和　３年　３月３１日まで
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00247 件名

内部発注番号 480
畜犬登録管理システム機器借上入札見積締切日時 2020年4月22日 17時00分

開札日時 2020年4月23日 10時38分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生2125番地３ 福生市保健センター内

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 1,590,000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 1,590,000円 落札

2 日通商事株式会社 東京支店

辞退

3 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

4 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

5 ニッセイ・リース株式会社

不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
・畜犬登録管理システム
・ＰＣ及びプリンタ（Ａ４）
・畜犬登録管理システム保守及び設定
 
履行期間:令和２年６月１日から令和７年５月３１日まで
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00248 件名

内部発注番号 522
高齢者認知症予防教室委託入札見積締切日時 2020年4月22日 17時00分

開札日時 2020年4月23日 11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二丁目13番地１　福祉センター

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 1,066,980円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団和風会 1,066,980円 落札

2 株式会社ルネサンス 1,555,200円

3 有限会社ハイライフサポート 2,430,000円

4 セントラルスポーツ株式会社 健康サポート部

辞退

5 株式会社東京アスレティッククラブ

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。
 
履行期間:契約確定の翌日から令和　３年　３月３１日まで
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00249 件名

内部発注番号 496
酷暑対策・熱中症予防対策被服購入入札見積締切日時 2020年4月22日 17時00分

開札日時 2020年4月23日 12時01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１ 026 警察・消防・防災用品 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 003 学校教材・運動用品・楽器 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目３ 007 繊維・ゴム・皮革製品 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 有限会社冨田屋

所在地 東京都福生市大字熊川1305番地の1

落札金額 891,970円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社冨田屋 891,970円 落札

2 株式会社マルミ運動具店 976,010円

3 株式会社消防弘済会 1,298,800円

4 株式会社きしの防災 1,375,200円

5 株式会社サンワ 1,394,300円

備考 【概要】
東京2020オリンピック競技大会消防特別警戒に伴う酷暑・熱中症予防対策用被服購入をするもの。
 
履行期限:令和２年６月３０日まで
 
※推定総額にて入札を行った。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00250 件名

内部発注番号 581
日光橋公園防犯カメラ借上入札見積締切日時 2020年4月22日 17時00分

開札日時 2020年4月23日 11時58分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1386番地１

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 777,600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 777,600円 落札

2 東洋通信工業株式会社 925,440円

3 日通商事株式会社 東京支店

辞退

4 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

5 井上事務機事務用品株式会社

辞退

備考 【概要】
【60箇月長期継続契約】
・監視カメラ　４台
・液晶モニター　１台
・ハードディスクレコーダー　１台
　上記機器の保守含む
 
履行期間:令和２年６月１日から令和７年５月３１日まで
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00251 件名

内部発注番号 541
せせらぎ遊歩道公園測量委託入札見積締切日時 2020年4月22日 17時00分

開札日時 2020年4月23日 13時45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地内

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 有限会社あきる野測量設計 福生営業所

所在地 東京都福生市大字熊川356番地1ステップ1－307

落札金額 880,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 880,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 950,000円

3 株式会社プランニングマップ 1,000,000円

4 株式会社ふくみ 1,050,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 1,200,000円

備考 【概要】
現地測量　　2,000㎡
基準点測量　一式
打合せ協議　一式
 
履行期間:契約確定の翌日から令和　２年　６月１９日まで
 
※入札価格は税抜きです。


