
予定価格

落札金額

330,229,000

329,800,000

65,000,000

21,780,000

7,071,000

5,449,000

4,880,000

2,980,000

3,380,000

790,000

3,630,000

2,826,000

900,000

850,000

※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。

13 体表面温度自動測定器購入 太陽薬品産業㈱ 5 1

11 郵便料金計器借上
日通リース＆ファイナンス
㈱東京支店

6 1

12 さくら会館防犯カメラ借上
㈱日立ビルシステム首都圏
支社

5 1

9 茶室庭園管理業務委託 ㈲みやび福生支店 5 1

10 備品購入（電子黒板）
㈱日本ビジネス開発東京本
社

6 1

7 耐震改修促進計画改定委託 ㈱サンワコン東京支店 6 1

8
備品及び消耗品購入（画面転送装
置等）

㈱フューチャーイン東京支
店

6 1

5 土地評価業務委託 ㈲武蔵土地評価システム 6 1

6 スタディ・アシスト事業委託
㈱エデュケーショナルネット
ワーク

6 1

3 中央図書館改良工事設計委託 ㈱匠エンジニアリング 9 1

4
電算機借上（住民基本台帳ネット
ワークシステム連携機器）

富士通リース㈱ 6 1

1
福生中部処理分区・本町排水区Ｒ
３その１工事（市道幹線Ⅱ－１号
線）

成友興業㈱福生営業所 2 1 事前公表案件

2
Ｒ３ストックマネジメント事業委
託

管清工業㈱西東京営業所 1 1

令和３年５月25日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数
入札
回数

備　考



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00235 件名

内部発注番号 531
福生中部処理分区・本町排水区Ｒ３その１工事（市

道幹線Ⅱ－１号線）
入札見積締切日時 2021年5月24日 17時00分

開札日時 2021年5月25日 9時02分

予定価格 363,251,900円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生779番地先

業種 2400 推進工事

入札方式 01 一般競争入札

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 329,800,000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 329,800,000円 落札

2 村本建設株式会社 西東京営業所

辞退

備考 【概要】
雨水管渠新設　Ｌ=256.95メートル
汚水管渠新設　Ｌ=259.0メートル
雨水人孔設置　４基
汚水人孔設置　10基
付帯工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　297,899,000円（税抜き）
※契約確定日の翌日から令和05年03月17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 2021-00239 件名

内部発注番号 526
Ｒ３ストックマネジメント事業委託入札見積締切日時 2021年5月24日 17時00分

開札日時 2021年5月25日 9時10分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

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 01 一般競争入札

落札者 商号又は名称 管清工業株式会社 西東京営業所

所在地 東京都立川市羽衣町三丁目11番2号

落札金額 65,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 管清工業株式会社 西東京営業所 65,000,000円 落札

備考 【概要】
簡易ビデオカメラ点検工　　　　　　　　　　14,471.6メートル
人孔目視調査工　　　　　　　　　　　　　　491基
本管テレビカメラ調査工　　　　　　　　　　13,085.7メートル
修繕・改築計画策定（異常の程度の評価）　　6.65キロメートル
修繕・改築計画策定（改築方法の選定）　　　1.72キロメートル　
 
※契約確定日の翌日から令和３年１２月１７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 2021-00306 件名

内部発注番号 591
中央図書館改良工事設計委託入札見積締切日時 2021年5月24日 17時00分

開札日時 2021年5月25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850番地１

業種 1100 建築設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社匠エンジニアリング

所在地 東京都中央区日本橋浜町二丁目３３番２号イースト日本橋２階

落札金額 21,780,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社匠エンジニアリング 21,780,000円 落札

2 株式会社Ｋ構造研究所 28,000,000円

3 株式会社楠山設計 29,800,000円

4 株式会社金子設計 39,000,000円

5 株式会社古賀建築事務所 39,900,000円

6 株式会社タマ建築設計事務所 40,000,000円

7 有限会社ティエム建築デザイン研究所 40,500,000円

8 株式会社石本建築事務所 東京オフィス 40,700,000円

9 株式会社雄建築事務所 42,000,000円

備考 【概要】
中央図書館改良工事設計　一式
 
※契約確定日の翌日から令和04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 2021-00312 件名

内部発注番号 647
電算機借上（住民基本台帳ネットワークシステム連

携機器）
入札見積締切日時 2021年5月24日 17時00分

開札日時 2021年5月25日 9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 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 7,071,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 7,071,000円 落札

2 株式会社ＪＥＣＣ 7,080,000円

3 みずほ東芝リース株式会社

辞退

4 三菱ＨＣキャピタル株式会社

辞退

5 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

6 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社

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連携機器導入に伴うサーバ機器一式の借上
 
※令和03年07月01日から令和08年06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 2021-00307 件名

内部発注番号 637
土地評価業務委託入札見積締切日時 2021年5月24日 17時00分

開札日時 2021年5月25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 東京都福生市内

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  

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社武蔵土地評価システム

所在地 東京都福生市牛浜１２８番地コート・アドバンス２０２

落札金額 5,449,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社武蔵土地評価システム 5,449,000円 落札

2 日本土地評価システム株式会社 東京本社 9,100,000円

3 三和航測株式会社 14,000,000円

4 朝日航洋株式会社 東京空情支社 14,000,000円

5 国際航業株式会社 多摩営業所 20,000,000円

6 有限会社プライム不動産鑑定 22,000,000円

備考 【概要】
【３年債務負担行為】
令和６年度評価替えに向けた土地の課税基礎となる路線価付設のための業務委託
（業務内容）
地域総合調査、用途地区・状況類似地区の見直し、標準宅地の選定、価格形成要因調査、価格比準表作成、路線形状調査
、路線価評定表作成、路線番号付番、仮路線価付設、公開用路線価図作成、報告書作成等
 
※契約確定日の翌日から令和06年03月29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 2021-00311 件名

内部発注番号 632
スタディ・アシスト事業委託入札見積締切日時 2021年5月24日 17時00分

開札日時 2021年5月25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92番地５外

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 株式会社エデュケーショナルネットワーク

所在地 東京都千代田区富士見二丁目１１番１１号

落札金額 4,880,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社エデュケーショナルネットワーク 4,880,000円 落札

2 株式会社ベネッセコーポレーション 小中学校事業
部 辞退

3 株式会社リクルート

辞退

4 株式会社早稲田アカデミー

不参

5 株式会社ヒューマン・タッチ

不参

6 株式会社学研教育みらい

不参

備考 【概要】
参加生徒の習熟度に踏まえ、進学を目指した学力向上及び希望進路実現を図ることを目的とした学習支援事業を実施する。
 
※契約確定の翌日から令和４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 2021-00308 件名

内部発注番号 645
耐震改修促進計画改定委託入札見積締切日時 2021年5月24日 17時00分

開札日時 2021年5月25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１ 123 都市計画・交通関係調査業務 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 株式会社サンワコン 東京支店

所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目２１番１３号砂原ビル４階

落札金額 2,980,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社サンワコン 東京支店 2,980,000円 落札

2 株式会社首都圏総合計画研究所 3,590,000円

3 第一航業株式会社 西東京支店 3,800,000円

4 昭和株式会社 東京支社 4,200,000円

5 玉野総合コンサルタント株式会社 東京支店 4,200,000円

6 国際航業株式会社 多摩営業所 4,500,000円

備考 【概要】
現行耐震改修促進計画の中間改定作業を円滑に遂行するため、計画書全般のコンサルティング業務を委託するもの。
 
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00313 件名

内部発注番号 761
備品及び消耗品購入（画面転送装置等）入札見積締切日時 2021年5月24日 17時00分

開札日時 2021年5月25日 9時42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 株式会社フューチャーイン 東京支店

所在地 東京都品川区西五反田八丁目７番１１号アクシス五反田ビル６Ｆ

落札金額 3,380,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社フューチャーイン 東京支店 3,380,000円 落札

2 株式会社日本ビジネス開発 東京本社 3,631,340円

3 リコージャパン株式会社 販売事業本部　西東京
支社　西東京ＬＡ営業部

3,647,600円

4 富士電機ＩＴソリューション株式会社 3,708,070円

5 株式会社ライオン事務器 ＩＴ事業部 4,265,242円

6 株式会社有隣堂 町田モディ店

不参

備考 【概要】
画面転送装置　231台
HDMIケーブル　103本
 
※令和３年８月２５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 2021-00309 件名

内部発注番号 775
茶室庭園管理業務委託入札見積締切日時 2021年5月24日 17時00分

開札日時 2021年5月25日 10時39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854番地３　茶室福庵

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 有限会社みやび 福生支店

所在地 東京都福生市志茂61番フォンテーヌエスト201

落札金額 790,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社みやび 福生支店 790,000円 落札

2 立山産業株式会社 850,000円

3 有限会社英造園 995,000円

4 株式会社福樹園 1,030,000円

5 株式会社共進造園 1,100,000円

備考 【概要】
茶室福庵の敷地内の剪定等を行う。
 
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00314 件名

内部発注番号 762
備品購入（電子黒板）入札見積締切日時 2021年5月24日 17時00分

開札日時 2021年5月25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 東京都福生市福生1055番地　外

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 株式会社日本ビジネス開発 東京本社

所在地 東京都千代田区神田佐久間町１番２５号

落札金額 3,630,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社日本ビジネス開発 東京本社 3,630,000円 落札

2 総合商社ベンキョウドー株式会社

辞退

3 富士電機ＩＴソリューション株式会社

辞退

4 和泉ビジネス・マシン株式会社

辞退

5 株式会社内田洋行 営業統括グループ

辞退

6 株式会社大塚商会 LA事業部公共グループ

辞退

備考 【概要】
電子黒板　10台
 
※令和３年６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 2021-00315 件名

内部発注番号 1020
郵便料金計器借上入札見積締切日時 2021年5月24日 17時00分

開札日時 2021年5月25日 10時03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 日通リース＆ファイナンス株式会社 東京支店

所在地 東京都港区海岸一丁目１４番２２号

落札金額 2,826,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日通リース＆ファイナンス株式会社 東京支店 2,826,000円 落札

2 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会
社

2,868,000円

3 三菱ＨＣキャピタル株式会社

辞退

4 東京センチュリー株式会社

辞退

5 三菱電機クレジット株式会社

辞退

6 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 東京マー
ケティング推進部 不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
郵便料金計器（計器１台）の借上を行う。
・郵政事業株式会社が認可した郵便料金計器であること
・封筒の自動送り装置が付いていること
・自動計量により、封筒に郵便料金が押印できること等
 
※令和３年７月１日から令和８年６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 2021-00316 件名

内部発注番号 778
さくら会館防犯カメラ借上入札見積締切日時 2021年5月24日 17時00分

開札日時 2021年5月25日 11時04分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜163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 株式会社日立ビルシステム 首都圏支社

所在地 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地

落札金額 900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社日立ビルシステム 首都圏支社 900,000円 落札

2 株式会社セキュリティハウス西東京 984,000円

3 綜合警備保障株式会社 南多摩支社 1,245,000円

4 東洋通信工業株式会社 1,927,800円

5 日通リース＆ファイナンス株式会社 東京支店

辞退

備考 【概要】
【長期継続契約】
さくら会館における防犯カメラの借上。
 
※令和３年８月１日から令和８年７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 2021-00318 件名

内部発注番号 712
体表面温度自動測定器購入入札見積締切日時 2021年5月24日 17時00分

開札日時 2021年5月25日 10時13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（福生市立小中学校）

営業種目１ 002 事務機器・情報処理用機器 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 019 医療用機械器具 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目３ 005 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 太陽薬品産業株式会社

所在地 東京都八王子市台町一丁目４番７号

落札金額 850,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 太陽薬品産業株式会社 850,000円 落札

2 綜合警備保障株式会社 南多摩支社

辞退

3 株式会社ムサシ

辞退

4 船山株式会社 東京本店

辞退

5 株式会社河本総合防災 東京支社

不参

備考 【概要】
非接触式検知器（サーモグラフィー）　10台
 
※令和３年７月１日まで
※入札価格は税抜きです。


