
予定価格

落札金額

26,464,858

10,800,000

188,036,814

8,200,000

230,952,000

11,000,000

9,445,000

9,089,000

770,400

3,800,000

1,276,800

2,716,000

2,620,000

1,748,000

2,700,000

1,237,000

1,110,000

2,589,000

2,330,000

1,395,000

1,346,000

800,000
21 オイルドレーン等清掃委託 ㈱加藤商事西多摩支店 5 1

5 1 事前公表案件

20
福生第六小学校高圧受電用区分開閉
器更新工事

㈲アクティブ電設 5 1 事前公表案件

18 せせらぎ遊歩道公園樹木剪定工事 立山産業㈱ 5 1 事前公表案件

19 維持管理補修工事Ｒ３その３ 成友興業㈱福生営業所

17
埋蔵文化財確認調査掘削及び埋戻委
託

トキオ文化財㈱ 5 1

16 ドライブレコーダー購入 5 1 不調

15 乳がん・子宮頸がん集団検診委託 5 1 不調

14 備品購入（ライブ配信用機器） ㈲ヤマシン 5 1

13 福生第三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

12
町会備品購入（ガスボンベ式発電
機）

船山㈱東京本店 5 1

11
せせらぎ遊歩道公園法面対策工事設
計委託

中央開発㈱東京支社 6 1

10 申請サポートシステム機器借上 ㈱ジーシーシー東京西支社 5 1

9
熊川地域体育館空調設備設置工事
(電気設備)

㈲モリヤ電気 7 1 事前公表案件

8 防災食育センター備蓄米購入 5 1 不調

7
福生市郷土資料室収蔵管理公開シス
テム電算機借上

6 1 不調

6 中央幹線支線実施設計委託 ㈱ファースト設計福生営業所 7 1

令和３年７月20日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数
入札
回数

備　考

2
福生第二中学校防音機能復旧（復
機）工事設計委託

㈱古賀建築事務所 7 1

1
福生市従量電灯及び低圧電力電気需
給契約

ゼロワットパワー㈱ 9 1 税込

1 税込

5
電算機借上（小・中学校校務系パソ
コン等）

ＮＴＴ・ＴＣリース㈱ 11 1

4
福生第一小学校防音機能復旧（復
機）工事設計委託

㈱古賀建築事務所 7 1

3 福生市電気（高圧）需給契約 ㈱エネット 9



予定価格

落札金額
件　　　　　　　　　　名 落札業者

入札
者数
入札
回数

備　考

1,263,000

1,240,000

2,670,000

2,000,490

418,440

580,000

500,000

※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。

26
福生第一小学校外２校校庭樹木診断
委託

興國緑化㈱ 4 1

24 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

23 市営住宅内装改良工事 高橋装飾㈱ 5 1 事前公表案件

22 武蔵野台公園照明撤去新設工事 ㈲アクティブ電設 5 1 事前公表案件

25
建築設備定期検査報告書作成委託
（庁舎、もくせい会館）

㈲ティエム建築デザイン研究
所

5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00431 件名

内部発注番号 2303
福生市従量電灯及び低圧電力電気需給契約入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7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 東京都福生市大字熊川1608番地外63施設

営業種目１ 201 ライフライン 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 ゼロワットパワー株式会社

所在地 千葉県柏市若柴１７８番地４柏の葉キャンパスKOIL

落札金額 26,464,858円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ゼロワットパワー株式会社 26,464,858円 落札

2 株式会社Ｖ－Ｐｏｗｅｒ

辞退

3 株式会社ホープ

辞退

4 日立造船株式会社 東京本社

辞退

5 東京電力エナジーパートナー株式会社

辞退

6 株式会社エネット

辞退

7 丸紅新電力株式会社

不参

8 リエスパワーネクスト株式会社

不参

9 九電みらいエナジー株式会社

不参

備考 【概要】
【25か月長期継続契約】
年間予定使用電力量
　従量電灯B　37,948ｋWh
　従量電灯C　198,219ｋWh
　低圧 　　　203,897ｋWh
 
※令和３年１０月１日から令和５年１０月３１日まで（25箇月長期継続契約）
※入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00406 件名

内部発注番号 1374
福生第二中学校防音機能復旧（復機）工事設計

委託
入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20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 東京都福生市加美平一丁目22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 株式会社古賀建築事務所

所在地 東京都八王子市散田町三丁目２２番２０号

落札金額 10,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社古賀建築事務所 10,800,000円 落札

2 株式会社金子設計 11,000,000円

3 株式会社タマ建築設計事務所 14,500,000円

4 株式会社大誠建築設計事務所 15,900,000円

5 有限会社ティエム建築デザイン研究所 17,000,000円

6 株式会社楠山設計 20,000,000円

7 株式会社山下設計

辞退

備考 【概要】
実施設計業務　一式
 
※契約確定日の翌日から令和03年12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 2021-00430 件名

内部発注番号 2345
福生市電気（高圧）需給契約入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7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21施設

営業種目１ 201 ライフライン 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 株式会社エネット

所在地 東京都港区芝公園二丁目６番３号

落札金額 188,036,814円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社エネット 188,036,814円 落札

2 ゼロワットパワー株式会社 204,740,427円

3 株式会社ホープ 207,528,425円

4 東京電力エナジーパートナー株式会社 209,776,912円

5 株式会社Ｖ－Ｐｏｗｅｒ

辞退

6 日立造船株式会社 東京本社

辞退

7 丸紅新電力株式会社

不参

8 リエスパワーネクスト株式会社

不参

9 九電みらいエナジー株式会社

不参

備考 【概要】
【25か月長期継続契約】
予定使用電力量
　9,341,000ｋWh
 
※令和３年１０月１日から令和５年１０月３１日まで（25箇月長期継続契約）
※入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00407 件名

内部発注番号 1390
福生第一小学校防音機能復旧（復機）工事設計

委託
入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 9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1055番地

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 株式会社古賀建築事務所

所在地 東京都八王子市散田町三丁目２２番２０号

落札金額 8,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社古賀建築事務所 8,200,000円 落札

2 株式会社金子設計 9,000,000円

3 株式会社タマ建築設計事務所 9,480,000円

4 株式会社雄建築事務所 10,500,000円

5 有限会社ティエム建築デザイン研究所 13,900,000円

6 株式会社Ｋ構造研究所 14,000,000円

7 株式会社セット設計事務所

辞退

備考 【概要】
実施設計業務　一式
 
※契約確定日の翌日から令和03年12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 2021-00426 件名

内部発注番号 1907
電算機借上（小・中学校校務系パソコン等）入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7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 230,952,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 230,952,000円 落札

2 富士通リース株式会社 233,400,000円

3 日通リース＆ファイナンス株式会社 東京支店 233,520,000円

4 株式会社ＪＥＣＣ 233,520,000円

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

233,877,000円

6 リコーリース株式会社

辞退

7 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

8 昭和リース株式会社

辞退

9 芙蓉総合リース株式会社

辞退

10 みずほ東芝リース株式会社

辞退

11 三菱ＨＣキャピタル株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
校務系ノートパソコン350台外
 
※令和４年３月１日から令和９年２月２８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 2021-00408 件名

内部発注番号 1948
中央幹線支線実施設計委託入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20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 東京都福生市武蔵野台地内

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 株式会社ファースト設計 福生営業所

所在地 東京都福生市大字福生２５３番２号マウントビレッジB　１階

落札金額 11,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ファースト設計 福生営業所 11,000,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 11,600,000円

3 株式会社東横測量設計事務所 11,600,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 11,800,000円

5 国際測地株式会社 福生営業所 12,000,000円

6 株式会社ふくみ 12,500,000円

7 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 12,550,000円

備考 【概要】
中央幹線支線　管きょ更生　実施設計　1,360m
 
※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 2021-00427 件名

内部発注番号 1944
福生市郷土資料室収蔵管理公開システム電算機

借上
入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 9時35分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川850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

所在地

落札金額

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

辞退

2 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社

辞退

3 リコーリース株式会社

辞退

4 井上事務機事務用品株式会社

辞退

5 東京センチュリー株式会社

辞退

6 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
収蔵品管理用デスクトップパソコン１台、収蔵品管理用ノートパソコン４台　
カラーレーザープリンタ１台、カラーイメージスキャナ１台
デジタル一眼レフカメラ１台、ネットワーク対応ハードディスク１台
ＬＡＮ接続機器１式
 
※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 2021-00425 件名

内部発注番号 2147
防災食育センター備蓄米購入入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 11時47分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1606番地１　福生市防災食育センター

営業種目１ 090 その他の物品 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 119 病院給食・学校給食 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 東京都教育用品株式会社

辞退

2 桝屋米穀株式会社

無効

3 有限会社桑田商店

不参

4 東京中央食品株式会社 東京営業所

不参

5 西多摩農業協同組合

不参

備考 【概要】
備蓄米4,500㎏購入
 
※打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00410 件名

内部発注番号 2309
熊川地域体育館空調設備設置工事(電気設備)入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 9時57分

予定価格 10,389,500円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川380番地7

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 有限会社モリヤ電気

所在地 東京都福生市大字熊川７５４番地

落札金額 9,089,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社モリヤ電気 9,089,000円 落札

2 有限会社日福電設 9,128,000円

3 有限会社黒成電設 9,160,000円

4 ホーエイ電設株式会社 9,240,000円

5 株式会社細谷電機 9,295,000円

6 有限会社アクティブ電設 9,440,000円

7 宮崎電気株式会社 9,440,000円

備考 【概要】
キュービクル内変圧器交換　１台
キュービクル内低圧盤改修　１台
空調機用動力盤新設　２箇所
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　8,530,000円（税抜き）
※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 2021-00429 件名

内部発注番号 2328
申請サポートシステム機器借上入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 10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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都府中市宮町１丁目４０番KDX府中ビル６階

落札金額 770,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 770,400円 落札

2 行政システム株式会社 東京支店 882,000円

3 日通リース＆ファイナンス株式会社 東京支店 1,108,800円

4 三菱ＨＣキャピタル株式会社

辞退

5 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

備考 【概要】
【18か月長期継続契約】
・マイナンバーカードオンライン申請補助端末　２台
・保守サービス　２台分
・専用アプリケーション　２台分
 
※令和３年１０月１日から令和５年３月３１日まで（18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 2021-00411 件名

内部発注番号 1855
せせらぎ遊歩道公園法面対策工事設計委託入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 10時08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 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 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 3,800,000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 3,800,000円 落札

2 株式会社東光コンサルタンツ 本社事業部 5,730,000円

3 株式会社オオバ 東京支店 7,200,000円

4 株式会社間瀬コンサルタント 東京支店 7,720,000円

5 株式会社ニューテック

辞退

6 株式会社エイテック 多摩営業所

辞退

備考 【概要】
法面工予備設計　　　　　　　　　１箇所
アンカー付現場打ち法枠詳細設計　１箇所
山腹工設計　　　　　　　　　　　１箇所
打ち合わせ　　　　　　　　　　　１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 2021-00423 件名

内部発注番号 2341
町会備品購入（ガスボンベ式発電機）入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 10時18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

営業種目１ 026 警察・消防・防災用品 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 船山株式会社 東京本店

所在地 東京都中央区月島二丁目２０番１５号

落札金額 1,276,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 船山株式会社 東京本店 1,276,800円 落札

2 株式会社消防弘済会 1,424,000円

3 株式会社渡辺武商店 1,430,400円

4 株式会社廣瀬商会 1,441,600円

5 株式会社河本総合防災 東京支社 1,520,000円

備考 【概要】
ガスボンベ式発電機　16台
 
※令和３年　９月２１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 2021-00412 件名

内部発注番号 1969
福生第三小学校変圧器等更新工事入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 10時34分

予定価格 2,987,600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 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 2,620,000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 2,620,000円 落札

2 宮崎電気株式会社 2,670,000円

3 有限会社日福電設 2,683,000円

4 ホーエイ電設株式会社 2,690,000円

5 有限会社モリヤ電気 2,694,000円

備考 【概要】
変圧器（トランス）の撤去新設　２台
高圧コンデンサの撤去新設　１台
 
※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 2021-00422 件名

内部発注番号 2346
備品購入（ライブ配信用機器）入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20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 有限会社ヤマシン

所在地 東京都福生市本町85番地

落札金額 1,748,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ヤマシン 1,748,000円 落札

2 有限会社メディア・ワールド 1,950,000円

3 株式会社ヒノデン 福生支店

辞退

4 株式会社ツクモ商事

辞退

5 やまみ屋

辞退

備考 【概要】
ビデオカメラ、ノートPC、デスクトップPC、スイッチャー、ケーブル類外
 
※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 2021-00413 件名

内部発注番号 1783
乳がん・子宮頸がん集団検診委託入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 11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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人クレモナ会 2,660,000円

2 公益財団法人東京都予防医学協会

辞退

3 一般財団法人日本予防医学協会

辞退

4 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ

不参

5 株式会社ケイ・ティ・メディカル

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３年４月１日現在）
予定人員　乳がん検診（自己負担有）　　70人
　　　　　乳がん検診（自己負担無）　　70人
　　　　　子宮頸がん検診　　　　　　 140人
　　　　　合計　　　　　　　　　　　 280人（延人員）
 
※推定総額にて入札を行った。
※打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00424 件名

内部発注番号 2485
ドライブレコーダー購入入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 10時46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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 中西モータース 920,000円

2 株式会社交運社

辞退

3 フジミ自動車興業株式会社

不参

4 株式会社ムサシ

不参

5 有限会社村野モータース

不参

備考 【概要】
ドライブレコーダー購入
 
※打切りとなりました。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00414 件名

内部発注番号 1811
埋蔵文化財確認調査掘削及び埋戻委託入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 11時11分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1036番地の一部　外

営業種目１ 126 環境アセスメント関係調査業務 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 トキオ文化財株式会社

所在地 東京都多摩市関戸五丁目１番地１４

落札金額 2,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 トキオ文化財株式会社 2,700,000円 落札

2 株式会社四門 3,100,000円

3 株式会社武蔵文化財研究所 3,150,000円

4 株式会社ＣＥＬ 3,150,000円

5 有限会社吾妻考古学研究所 3,160,000円

備考 【概要】
福生市埋蔵文化財包蔵地４号地（長沢遺跡）内における埋蔵文化財の確認調査掘削及び埋戻を委託するもの。
 
※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 2021-00404 件名

内部発注番号 2548
せせらぎ遊歩道公園樹木剪定工事入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 10時49分

予定価格 1,360,700円

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 2700 造園

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 立山産業株式会社

所在地 東京都福生市福生９７３

落札金額 1,110,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 立山産業株式会社 1,110,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 1,180,000円

3 株式会社福樹園 1,200,000円

4 有限会社福生造園 1,227,000円

5 株式会社共進造園 1,230,000円

備考 【概要】
高・中木手入（強剪定）　Ｃ＝120～149cm　２本　　
高・中木手入（強剪定）　Ｃ＝150～179cm　１本
高・中木手入（強剪定）　Ｃ＝180～209cm　２本
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定の翌日から令和３年　９月　８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 2021-00415 件名

内部発注番号 2219
維持管理補修工事Ｒ３その３入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 10時47分

予定価格 2,847,900円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平地内

業種 0500 下水道施設工事

入札方式 02 指名競争入札

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 2,330,000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 2,330,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 2,589,000円

3 東山建設株式会社

辞退

4 株式会社第一建設

辞退

5 株式会社森田工業所

辞退

備考 【概要】
汚水取付管布設替え　２箇所
雨水管φ350撤去　　　６ｍ
雨水管φ400撤去新設　4.8ｍ
 
※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10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 2021-00416 件名

内部発注番号 1960
福生第六小学校高圧受電用区分開閉器更新工

事
入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 10時55分

予定価格 1,534,500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 1,346,000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 1,346,000円 落札

2 有限会社モリヤ電気 1,359,000円

3 宮崎電気株式会社 1,360,000円

4 ホーエイ電設株式会社 1,372,000円

5 株式会社細谷電機 1,380,000円

備考 【概要】
引込柱上既存PAS１台撤去、GR付PAS１台新設
引込ケーブル34m 撤去新設
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定日の翌日から令和03年08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 2021-00417 件名

内部発注番号 1724
オイルドレーン等清掃委託入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 11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 800,000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 800,000円 落札

2 株式会社スイーピングサービス 900,000円

3 株式会社タカヤマ 東京支店 980,000円

4 有限会社常盤組 1,050,000円

5 株式会社京葉興業 1,100,000円

備考 【概要】
施設内のオイルドレーン等を高圧洗浄、汚泥吸引除去し、除去汚泥の適正処分をする（年２回）。
 
※契約確定日の翌日から令和04年03月15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 2021-00418 件名

内部発注番号 2248
武蔵野台公園照明撤去新設工事入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 11時18分

予定価格 1,389,300円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市武蔵野台一丁目30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 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 1,240,000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 1,240,000円 落札

2 株式会社細谷電機 1,247,000円

3 有限会社日福電設 1,250,000円

4 有限会社モリヤ電気 1,254,000円

5 ホーエイ電設株式会社 1,260,000円

備考 【概要】
照明撤去・新設工　２基
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定日の翌日から令和03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 2021-00419 件名

内部発注番号 2262
市営住宅内装改良工事入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 11時31分

予定価格 2,937,000円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市武蔵野台二丁目12番地外２箇所

業種 3600 内装仕上

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 高橋装飾株式会社

所在地 東京都八王子市横山町２２番６号

落札金額 2,000,490円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 高橋装飾株式会社 2,000,490円 落札

2 有限会社秋元 2,400,000円

3 有限会社ルミエール・シバタ 2,500,000円

4 株式会社平田建装 2,600,000円

5 株式会社船戸建装

辞退

備考 【概要】
クロス貼替　329㎡、クッションフロア撤去新設　38㎡、全室クリーニング　179㎡
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定日の翌日から令和03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 2021-00420 件名

内部発注番号 2551
介護予防リーダー養成講座委託入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 11時53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 418,440円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団和風会 418,440円

2 株式会社ジェイレック 調布支店 770,000円

3 シンコースポーツ株式会社 西東京支店 925,600円

4 株式会社ルネサンス

辞退

5 東京体育機器株式会社

不参

備考 【概要】
講座による「介護予防の知識」、集いの場で実施する「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を養成する。
 
※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 2021-00421 件名

内部発注番号 2607
建築設備定期検査報告書作成委託（庁舎、もくせ

い会館）
入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 11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番地外１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 620,000円

3 株式会社構研設計事務所 648,000円

4 モリタ構造設計室 650,000円

5 株式会社雄建築事務所 800,000円

備考 【概要】
庁舎・もくせい会館　定期検査一式
 
※契約確定日の翌日から令和03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 2021-00432 件名

内部発注番号 2634
福生第一小学校外２校校庭樹木診断委託入札見積締切日時 2021年7月19日 17時00分

開札日時 2021年7月20日 11時51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２か所

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 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 500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 500,000円 落札

2 有限会社英造園 570,000円

3 株式会社共進造園 600,000円

4 有限会社福生造園 620,000円

備考 【概要】
校庭樹木初期診断
一小　33本
二小　53本
一中　115本
 
※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。


