
予定価格

落札金額

32,640,000

18,720,000

12,566,000

11,700,000

2,181,700

6,404,000

6,259,000

1,248,000

5,149,000

5,000,000

1,440,000

2,850,000

2,600,000

1,796,000

980,000

850,000

460,340

令和２年8月20日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1
容器包装プラスチック選別圧縮梱包
委託（令和３年度分）

㈱加藤商事西多摩支店 9 1

2 電算機借上（戸籍システム） ㈱ＪＥＣＣ 7 1

3
旧第二学校給食センター改修工事
（建築）

豊友建設㈱ 7 1 事前公表案件

4
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

5
旧第二学校給食センター改修工事
（電気設備）

㈱細谷電機 6 1 事前公表案件

6 市営住宅管理システム電算機借上
ＮＥＣキャピタルソリューション
㈱

5 1

7
福生第六小学校（講堂）防音機能復
旧（復機）工事（電気設備）

㈲アクティブ電設 6 1 事前公表案件

8
電算機借上（土木積算システム用機
器等）

富士通リース㈱ 5 1

9 道路台帳平面図等補正委託 国際測地㈱福生営業所 6 1

10
市道第229号線法面補修工事実施設
計委託

㈱アース設計コンサルタント 5 1

11 乳がん・子宮頸がん集団検診委託 医療法人クレモナ会 5 1

12 道路反射鏡点検等保守委託 ㈲麻生マーク 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。

13 公園台帳補正委託 国際測地㈱福生営業所 5 1

14 介護予防リーダー養成講座委託 医療法人社団和風会 5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00412 件名

内部発注番号 1939
容器包装プラスチック選別圧縮梱包委託（令和３年

度分）
入札見積締切日時 2020年8月19日 17時00分

開札日時 2020年8月20日 9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 32,640,000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 32,640,000円 落札

2 株式会社リステム 34,000,000円

3 株式会社市川環境エンジニアリング 東京支店 34,680,000円

4 比留間運送株式会社 35,360,000円

5 加藤商事株式会社 36,040,000円

6 株式会社調布清掃 37,400,000円

7 環衛サービス株式会社 37,400,000円

8 志賀興業株式会社 西多摩支店

不参

9 Ｊ＆Ｔ環境株式会社 本社

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。
 
※令和　３年　４月　１日から令和　４年　３月３１日まで
※推定総額にて見積徴取を行った。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00411 件名

内部発注番号 2341
電算機借上（戸籍システム）入札見積締切日時 2020年8月19日 17時00分

開札日時 2020年8月20日 9時06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 18,720,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ 18,720,000円 落札

2 東京センチュリー株式会社 18,996,000円

3 リコーリース株式会社

辞退

4 みずほ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 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

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】
戸籍システム機器構成品等一式
サーバ４台　端末７台　プリンタ２台
周辺機器　ほか
 
※令和03年02月01日から令和08年01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 2020-00423 件名

内部発注番号 3101
旧第二学校給食センター改修工事（建築）入札見積締切日時 2020年8月19日 17時00分

開札日時 2020年8月20日 9時10分

予定価格 13,822,600円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1290番地

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 豊友建設株式会社

所在地 東京都羽村市緑ヶ丘五丁目２番地３

落札金額 11,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 豊友建設株式会社 11,700,000円 落札

2 株式会社コバ建設 西東京営業所

辞退

3 株式会社モリタ

辞退

4 株式会社塩田組

辞退

5 株式会社山武コーポレーション

辞退

6 株式会社島田組 福生営業所

辞退

7 株式会社渡辺工務店

辞退

備考 【概要】
厨房機器撤去処分　一式　空調設備撤去処分　一式
コンクリート床塗装　286㎡　窓日照調整フィルム貼り　52㎡　
スチール棚設置　一式
 
※契約確定の翌日から令和　２年１０月３０日まで
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格11,345,000円（税抜）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00414 件名

内部発注番号 2614
町会備品購入（折りたたみテーブル外）入札見積締切日時 2020年8月19日 17時00分

開札日時 2020年8月20日 9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 2,181,700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 2,181,700円 落札

2 株式会社ツクモ商事 2,231,500円

3 有限会社メディア・ワールド 2,250,000円

4 やまみ屋 2,251,500円

5 有限会社ヤマシン 2,353,400円

備考 【概要】
折りたたみテーブル　69台
パイプ椅子　28脚
ＢＤ／ＤＶＤプレーヤー　1台
 
※令和02年09月18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 2020-00422 件名

内部発注番号 3100
旧第二学校給食センター改修工事（電気設備）入札見積締切日時 2020年8月19日 17時00分

開札日時 2020年8月20日 9時21分

予定価格 7,044,400円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1290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 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 6,259,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社細谷電機 6,259,000円 落札

2 宮崎電気株式会社 6,280,000円

3 ホーエイ電設株式会社 6,290,000円

4 有限会社日福電設 6,300,000円

5 有限会社モリヤ電気 6,330,000円

6 純電工株式会社

不参

備考 【概要】
電気引込工事　一式　電灯盤改修　一箇所　動力盤新設　一箇所
照明設備撤去処分　一式　ＬＥＤ照明設備新設　73台　
ルーフファン撤去新設　３箇所　換気扇新設　２箇所　空調設備新設　１箇所
 
※契約確定の翌日から令和　２年１０月３０日まで
※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 2020-00416 件名

内部発注番号 2314
市営住宅管理システム電算機借上入札見積締切日時 2020年8月19日 17時00分

開札日時 2020年8月20日 9時26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 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 1,248,000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 1,248,000円 落札

2 株式会社ＪＥＣＣ 1,254,000円

3 株式会社大塚商会 LA事業部公共グループ

辞退

4 東京センチュリー株式会社

辞退

5 芙蓉総合リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
住宅管理システムの更新に伴う機器借上
 
※令和02年10月01日から令和07年09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 2020-00421 件名

内部発注番号 2631
福生第六小学校（講堂）防音機能復旧（復機）工

事（電気設備）
入札見積締切日時 2020年8月19日 17時00分

開札日時 2020年8月20日 9時31分

予定価格 5,663,900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 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 有限会社アクティブ電設

所在地 東京都福生市北田園二丁目１４番地５

落札金額 5,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社アクティブ電設 5,000,000円 落札

2 宮崎電気株式会社 5,040,000円

3 有限会社モリヤ電気 5,047,000円

4 有限会社日福電設 5,080,000円

5 ホーエイ電設株式会社 5,100,000円

6 純電工株式会社 5,100,000円

備考 【概要】
空調設備更新に伴う電気設備工事
動力配線設備更新　一式
 
※契約確定の翌日から令和　３年　２月２６日まで
※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 2020-00417 件名

内部発注番号 2945
電算機借上（土木積算システム用機器等）入札見積締切日時 2020年8月19日 17時00分

開札日時 2020年8月20日 9時48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 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 1,440,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 1,440,000円 落札

2 リコーリース株式会社

辞退

3 日本教育情報機器株式会社

辞退

4 日立キャピタル株式会社

辞退

5 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
土木積算システム用機器等の借上
 
※令和02年10月01日から令和07年09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 2020-00410 件名

内部発注番号 2609
道路台帳平面図等補正委託入札見積締切日時 2020年8月19日 17時00分

開札日時 2020年8月20日 9時47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 2,850,000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 2,850,000円 落札

2 株式会社ふくみ 3,000,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 3,000,000円

4 株式会社プランニングマップ 3,080,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 3,100,000円

6 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　0.0236平方キロメートル
 
※契約確定の翌日から令和２年１１月２４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 2020-00420 件名

内部発注番号 2743
市道第229号線法面補修工事実施設計委託入札見積締切日時 2020年8月19日 17時00分

開札日時 2020年8月20日 9時54分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

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 株式会社アース設計コンサルタント

所在地 東京都福生市北田園二丁目２０番１０号

落札金額 2,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アース設計コンサルタント 2,600,000円 落札

2 株式会社ふくみ 2,800,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 2,800,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 2,800,000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】
市道第229号線道路詳細設計
延長　L=14.0ｍ
幅員　1.7ｍ
道路詳細設計　一式
 
※契約確定の翌日から令和２年１１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 2020-00418 件名

内部発注番号 2311
乳がん・子宮頸がん集団検診委託入札見積締切日時 2020年8月19日 17時00分

開札日時 2020年8月20日 9時59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１ 122 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 医療法人クレモナ会

所在地 埼玉県熊谷市三ケ尻４８番地

落札金額 1,796,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人クレモナ会 1,796,000円 落札

2 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ

辞退

3 公益財団法人河野臨牀医学研究所

不参

4 医療法人財団立川中央病院

不参

5 医療法人社団崎陽会

不参

備考 【概要】
検診車による乳がん・子宮頸がん検診（集団検診）
対象：乳がん検診…40歳以上、子宮頸がん検診…20歳以上（令和２年４月１日現在）
予定人員　乳がん検診（自己負担有）　　60人
　　　　　乳がん検診（自己負担無）　　26人
　　　　　子宮頸がん検診　　　　　　  86人
　　　　　合計　　　　　　　　　　　 172人（延人員）
 
※推定総額にて入札を行った。
※契約確定日の翌日から令和03年03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 2020-00413 件名

内部発注番号 2849
道路反射鏡点検等保守委託入札見積締切日時 2020年8月19日 17時00分

開札日時 2020年8月20日 10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１ 024 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 有限会社麻生マーク

所在地 東京都福生市熊川５２３番地

落札金額 980,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社麻生マーク 980,000円 落札

2 株式会社アシスタ 1,031,100円

3 株式会社日本ボーサイ工業 1,200,000円

4 株式会社ミズホライン 1,252,050円

5 第一標識株式会社 多摩営業所 1,301,150円

備考 【概要】
道路反射鏡点検（近接目視、打音、触診等）
福生地内　　491基
 
※契約確定の翌日から令和２年１１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 2020-00419 件名

内部発注番号 2822
公園台帳補正委託入札見積締切日時 2020年8月19日 17時00分

開札日時 2020年8月20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 850,000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 850,000円 落札

2 株式会社ふくみ 1,000,000円

3 株式会社プランニングマップ 1,080,000円

4 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 1,150,000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】
現地調査　　　　　一式　　図面補正　　一式
調書補正　　　　　一式　　打合せ業務　一式
補正対象箇所　多摩川緑地福生柳山公園、桜公園、福栄公園、
　　　　　　　フレンドシップパーク、武蔵野台第五児童遊園
 
※契約確定日の翌日から令和02年10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 2020-00415 件名

内部発注番号 2355
介護予防リーダー養成講座委託入札見積締切日時 2020年8月19日 17時00分

開札日時 2020年8月20日 10時48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18番地　もくせい会館

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 460,340円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団和風会 460,340円 落札

2 シンコースポーツ株式会社 西東京支店 571,600円

3 株式会社ルネサンス 662,000円

4 有限会社ハイライフサポート 1,474,000円

5 セントラルスポーツ株式会社 健康サポート部

辞退

備考 【概要】
講座による「介護予防の知識」、集いの場で実践する「ラジオ体操」「ふくふく福生体操」の実技、集いの場の活動運営のノウハウを提
供し、健康行動を地域に波及できるリーダー（サポーター）を養成する。
 
※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。


