
予定価格

落札金額

14,000,000

30,822,000

7,390,000

2,721,000

2,625,000

1,056,360

2,041,060

1,200,000

510,000

800,000

650,000

580,000

496,100

420,000

令和３年６月15日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数
入札
回数

備　考

1 地籍調査委託 ㈱ふくみ 7 1

2 電算機借上（全庁パソコン等R03） ＮＴＴ・ＴＣリース㈱ 9 1

不調

3 用途地域等改定資料作成業務委託 ㈱パスコ東京支店 7 1

4 感染症対策事業消耗品購入 5 1

5 福生第五小学校変圧器等更新工事 ㈲アクティブ電設 5 1 事前公表案件

6
備品購入（本人確認書類裏書印字機
器）

㈱ジェイエスキューブ営業本部 5 1

7 各小・中学校ガラス清掃委託 ㈱ケイ・エス 5 1

8
各小・中学校建築設備定期検査報告
書作成委託

モリタ構造設計室 5 1

9
オリンピック聖火リレー会場設営委
託

㈱ムラウチホビー 5 1

10
中央図書館外５箇所建築設備定期検
査報告書作成委託

㈱タマ建築設計事務所 5 1

11 中央体育館植木剪定委託 ㈲英造園 5 2

12
さくら会館外５箇所建築設備定期検
査報告書作成委託

㈲ティエム建築デザイン研究
所

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
未成年者を対象とした消費者啓発事
業委託

㈱共同印刷所 5 1

14 各小・中学校放送設備保守委託 大和通信機㈱ 4 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00341 件名

内部発注番号 1132
地籍調査委託入札見積締切日時 2021年6月14日 17時00分

開札日時 2021年6月15日 9時02分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川の一部、熊川二宮

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 14,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 14,000,000円 落札

2 株式会社ユニオン技術 14,220,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 14,300,000円

4 株式会社プランニングマップ 14,334,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 14,800,000円

6 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 14,850,000円

7 株式会社ファースト設計 福生営業所 15,000,000円

備考 【概要】
都市再生地籍調査（街区境界調査）
調査面積　0.1平方キロメートル（GD工程～GG工程）
 
※契約確定日の翌日から令和04年03月11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 2021-00352 件名

内部発注番号 1108
電算機借上（全庁パソコン等R03）入札見積締切日時 2021年6月14日 17時00分

開札日時 2021年6月15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 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社

所在地 東京都港区港南一丁目２番７０号

落札金額 30,822,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 30,822,000円 落札

2 日通リース＆ファイナンス株式会社 東京支店 30,876,000円

3 株式会社ＪＥＣＣ 31,260,000円

4 富士通リース株式会社 31,488,000円

5 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

6 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

7 三菱ＨＣキャピタル株式会社

辞退

8 株式会社大塚商会 LA事業部公共グループ

不参

9 みずほ東芝リース株式会社

不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
管理職用端末等の借上期間満了に伴い、新たに借上を行う。
 
※令和03年12月01日から令和08年11月30日まで（60箇月長期継続契約）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00342 件名

内部発注番号 1136
用途地域等改定資料作成業務委託入札見積締切日時 2021年6月14日 17時00分

開札日時 2021年6月15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１ 123 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 株式会社パスコ 東京支店

所在地 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号

落札金額 7,390,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社パスコ 東京支店 7,390,000円 落札

2 株式会社ウエスコ 東京営業所 7,980,000円

3 昭和株式会社 東京支社 9,950,000円

4 株式会社フジヤマ 多摩営業所 10,800,000円

5 国際航業株式会社 多摩営業所 11,300,000円

6 東日本総合計画株式会社 東京支店 12,500,000円

7 株式会社八州 東京支社 15,000,000円

備考 【概要】
「福生市用途地域等に関する指定方針及び指定基準」を踏まえ、地形地物の変更等に伴う
用途地域等の変更に必要な都市計画決定手続等にあたり、専門的知識が必要となるため、
資料作成業務を委託する。
（令和３年度及び令和４年度の２か年）
 
※契約確定日の翌日から令和05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 2021-00355 件名

内部発注番号 1026
感染症対策事業消耗品購入入札見積締切日時 2021年6月14日 17時00分

開札日時 2021年6月15日 9時20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２ 020 医薬品・衛生材料・介護用品 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 太陽薬品産業株式会社

辞退

2 済生堂岡田薬品

辞退

3 株式会社ホッタ晴信堂薬局

辞退

4 株式会社三和堂

辞退

5 株式会社フシミ

辞退

備考 【概要】
大人用マスク、フェイスシールド、ディスポ―ザル手袋、アルコール消毒液（500ml,18L）、除菌ウエットシート、ピューラックス
 
※全者応札なしのため、打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00343 件名

内部発注番号 1423
福生第五小学校変圧器等更新工事入札見積締切日時 2021年6月14日 17時00分

開札日時 2021年6月15日 9時28分

予定価格 2,993,100円

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２番地２

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 2,625,000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 2,625,000円 落札

2 有限会社モリヤ電気 2,680,000円

3 有限会社日福電設 2,694,000円

4 株式会社細谷電機 2,700,000円

5 宮崎電気株式会社 2,700,000円

備考 【概要】
変圧器（トランス）２基及び高圧コンデンサ２台の撤去新設　一式
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定日の翌日から令和03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 2021-00353 件名

内部発注番号 950
備品購入（本人確認書類裏書印字機器）入札見積締切日時 2021年6月14日 17時00分

開札日時 2021年6月15日 9時27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 株式会社ジェイエスキューブ 営業本部

所在地 東京都江東区東雲一丁目7番12号

落札金額 1,056,360円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジェイエスキューブ 営業本部 1,056,360円 落札

2 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

1,310,000円

3 ミツイワ株式会社 サービスＥＮＧ本部　多摩ＦＳ部

辞退

4 日本電子計算株式会社

不参

5 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】
本人確認書類裏書印字システム　１台
 
※令和３年７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 2021-00344 件名

内部発注番号 1324
各小・中学校ガラス清掃委託入札見積締切日時 2021年6月14日 17時00分

開札日時 2021年6月15日 10時01分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1055番地外９箇所

営業種目１ 103 建物清掃 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 株式会社ケイ・エス

所在地 東京都立川市柏町二丁目５０番地の４

落札金額 2,041,060円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ケイ・エス 2,041,060円 落札

2 株式会社三友 2,478,430円

3 有限会社エムアイティ 2,580,000円

4 株式会社マルデンコーポレーション 西多摩支店 2,600,000円

5 昭島ビルメンテナンス事業協同組合 2,650,000円

備考 【概要】
各小・中学校ガラス清掃委託
　建物外側サッシの内外ガラス面を清掃する。
　清掃面積29,158㎡
 
※契約確定日の翌日から令和03年09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 2021-00345 件名

内部発注番号 1429
各小・中学校建築設備定期検査報告書作成委託入札見積締切日時 2021年6月14日 17時00分

開札日時 2021年6月15日 10時06分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1055番地外９箇所

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 モリタ構造設計室

所在地 東京都福生市南田園二丁目１５番８号

落札金額 1,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 モリタ構造設計室 1,200,000円 落札

2 株式会社構研設計事務所 1,600,000円

3 株式会社古賀建築事務所 1,760,000円

4 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,780,000円

5 株式会社藤澤設計

辞退

備考 【概要】
建築基準法第12条第３項の規定による定期報告書の作成
 
※契約確定日の翌日から令和03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 2021-00346 件名

内部発注番号 1409
オリンピック聖火リレー会場設営委託入札見積締切日時 2021年6月14日 17時00分

開札日時 2021年6月15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１ 120 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 株式会社ムラウチホビー

所在地 東京都八王子市大和田町5－8－13

落札金額 510,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ムラウチホビー 510,000円 落札

2 株式会社ボストン 550,000円

3 株式会社ジェイレンタル 845,000円

4 株式会社セレスポ 西東京支店

辞退

5 株式会社日本レクリエーシヨンサービスセンター

不参

備考 【概要】
令和３年７月12日（月）に開催されるオリンピック聖火リレーのミニセレブレーション会場設営委託一式
 
※契約確定の翌日から令和３年　７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 2021-00347 件名

内部発注番号 1320
中央図書館外５箇所建築設備定期検査報告書作

成委託
入札見積締切日時 2021年6月14日 17時00分

開札日時 2021年6月15日 10時06分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川850番地１外５箇所

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 株式会社タマ建築設計事務所

所在地 東京都あきる野市草花１８１７番地３

落札金額 800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社タマ建築設計事務所 800,000円 落札

2 株式会社雄建築事務所 850,000円

3 モリタ構造設計室 900,000円

4 有限会社ティエム建築デザイン研究所 900,000円

5 株式会社佐伯建築設計事務所 950,000円

備考 【概要】
建築基準法第12条第３項の規定による定期報告書の作成
 
※契約確定の翌日から令和３年１０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 2021-00348 件名

内部発注番号 1240
中央体育館植木剪定委託入札見積締切日時 2021年6月14日 17時00分

開札日時 2021年6月15日 13時05分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園二丁目９番地１

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 有限会社英造園

所在地 東京都福生市熊川１０６７番地５

落札金額 650,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 有限会社英造園 800,000円 650,000円 落札

2 株式会社福樹園 865,000円 790,000円

3 株式会社丸松 920,000円

辞退

4 株式会社共進造園 888,888円

辞退

5 有限会社福生造園 880,000円

不参

備考 【概要】
中央体育館敷地内の高木・中木の剪定を委託して行うもの。
 
※契約確定日の翌日から令和04年02月28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 2021-00349 件名

内部発注番号 1319
さくら会館外５箇所建築設備定期検査報告書作成

委託
入札見積締切日時 2021年6月14日 17時00分

開札日時 2021年6月15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 東京都福生市牛浜163番地外５箇所

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 有限会社ティエム建築デザイン研究所

所在地 東京都福生市熊川1697番地16角柳ビル2階

落札金額 580,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ティエム建築デザイン研究所 580,000円 落札

2 株式会社タマ建築設計事務所 670,000円

3 モリタ構造設計室 720,000円

4 株式会社ウエスコ 多摩支店 850,000円

5 合同会社伊豆本建築設計 2,000,000円

備考 【概要】
建築基準法第12条第３項の規定による定期報告書の作成
 
※契約確定の翌日から令和３年１０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 2021-00350 件名

内部発注番号 1528
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 2021年6月14日 17時00分

開札日時 2021年6月15日 11時06分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 市の指定する場所

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 株式会社共同印刷所

所在地 東京都府中市寿町三丁目１３番地の８

落札金額 496,100円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社共同印刷所 496,100円 落札

2 株式会社ドゥ・アーバン 678,000円

3 有限会社プリント・フォー 825,500円

4 株式会社サンニチ印刷 東京支社 1,012,000円

5 メディアリーフ株式会社 1,150,000円

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。
 
※契約確定日の翌日から令和03年12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 2021-00351 件名

内部発注番号 1333
各小・中学校放送設備保守委託入札見積締切日時 2021年6月14日 17時00分

開札日時 2021年6月15日 10時20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９か所

営業種目１ 106 通信施設保守 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 大和通信機株式会社

所在地 東京都国分寺市東戸倉一丁目１４番２１号

落札金額 420,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 大和通信機株式会社 420,000円 落札

2 藤和通信工業株式会社 490,000円

3 有限会社視聴覚システム 500,000円

4 有限会社池谷電設

辞退

備考 【概要】
放送設備機器の点検　一式
 
※契約確定の翌日から令和３年　９月３０日まで
※入札価格は税抜きです。


