
予定価格

落札金額

36,720,000

4,500,000

12,117,000

10,750,000

2,070,000

2,881,000

2,720,000

1,356,385

2,367,000

2,250,000

2,352,000

832,000

1,350,000

1,050,000

986,000

700,000

405,000

令和３年８月12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４年度分）

㈱加藤商事西多摩支店 9 1

2
電算機借上（R03共通番号制度中間
サーバ接続端末等）

三菱ＨＣキャピタル㈱ 6 1

3 市道加美平16号線舗装補修工事 成友興業㈱福生営業所 7 1 事前公表案件

4
生活保護等版レセプト管理システム
機器借上

富士通リース㈱ 5 2

5 維持管理補修工事Ｒ３その４ ㈱第一建設 6 1 事前公表案件

6 感染症対策事業消耗品購入 ㈱中万本店 5 1

税込

7
中央体育館外１箇所変圧器等更新工
事

ホーエイ電設㈱ 5 1 事前公表案件

8 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

9 各小・中学校消火器購入 ㈱きしの防災 5 3 不調随契

10
道路台帳レイヤーデータ原図修正委
託

国際測地㈱福生営業所 5 1

11 中央図書館敷地測量委託 ㈱ふくみ 5 1

12 家屋調査委託 中央環境㈱ 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 ㈱ふくみ 5 1

14
中央体育館外１箇所ＰＣＢ廃棄物運
搬処分委託

杉田建材㈱ 4 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00449 件名

内部発注番号 2554
容器包装プラスチック選別圧縮梱包委託（令和４年

度分）
入札見積締切日時 2021年8月11日 17時00分

開札日時 2021年8月12日 9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 36,720,000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 36,720,000円 落札

2 株式会社リステム 37,440,000円

3 加藤商事株式会社 39,600,000円

4 株式会社市川環境エンジニアリング 東京支店 41,040,000円

5 株式会社調布清掃 44,640,000円

6 比留間運送株式会社 45,360,000円

7 株式会社三凌商事 46,800,000円

8 有明興業株式会社 86,400,000円

9 株式会社タズミ

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04年04月01日から令和5年03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 2021-00460 件名

内部発注番号 2432
電算機借上（R03共通番号制度中間サーバ接続端

末等）
入札見積締切日時 2021年8月11日 17時00分

開札日時 2021年8月12日 9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 三菱ＨＣキャピタル株式会社

所在地 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号

落札金額 4,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 三菱ＨＣキャピタル株式会社 4,500,000円 落札

2 富士通リース株式会社 4,560,000円

3 株式会社ＪＥＣＣ 4,560,000円

4 みずほ東芝リース株式会社

辞退

5 日通リース＆ファイナンス株式会社 東京支店

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】
自治体中間サーバー（IFサーバー）機器及び関連機器の導入に伴うサーバ機器一式の借上
 
※令和３年１１月１日から令和８年１０月３１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 2021-00450 件名

内部発注番号 2676
市道加美平16号線舗装補修工事入札見積締切日時 2021年8月11日 17時00分

開札日時 2021年8月12日 9時10分

予定価格 13,328,700円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平地内

業種 0100 道路舗装工事

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 10,750,000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 10,750,000円 落札

2 株式会社第一建設 10,800,000円

3 株式会社島田組 福生営業所 10,890,000円

4 株式会社田村工務店 11,080,000円

5 株式会社塩田組 11,680,000円

6 有限会社村尾造園土木 12,000,000円

7 有限会社麻生マーク

辞退

備考 【概要】
工事延長　L=368.6ｍ
道路補修（公共）
舗装打換工　A=816㎡、切削オーバーレイ工　A=910㎡
道路補修（単独）
舗装打換工　A=124㎡
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　10,554,000円（税抜）
※契約確定日の翌日から令和04年01月07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 2021-00461 件名

内部発注番号 2330
生活保護等版レセプト管理システム機器借上入札見積締切日時 2021年8月11日 17時00分

開札日時 2021年8月12日 13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 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 2,070,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 富士通リース株式会社 2,172,000円 2,070,000円 落札

2 株式会社ＪＥＣＣ 2,268,000円

辞退

3 日通リース＆ファイナンス株式会社 東京支店 2,196,000円

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 井上事務機事務用品株式会社

辞退 ＊＊

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
生活保護等版レセプト管理システム用機器（端末）借上
 
※令和３年１０月１日から令和８年９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 2021-00451 件名

内部発注番号 2579
維持管理補修工事Ｒ３その４入札見積締切日時 2021年8月11日 17時00分

開札日時 2021年8月12日 9時22分

予定価格 3,169,100円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

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 株式会社第一建設

所在地 東京都福生市大字熊川１４３８番地１０

落札金額 2,720,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社第一建設 2,720,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 2,880,000円

3 株式会社島田組 福生営業所

辞退

4 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

5 東山建設株式会社

辞退

6 株式会社森田工業所

不参

備考 【概要】
取付管布設替工　５箇所
付帯工　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 2021-00448 件名

内部発注番号 2249
感染症対策事業消耗品購入入札見積締切日時 2021年8月11日 17時00分

開札日時 2021年8月12日 10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 株式会社中万本店

所在地 東京都府中市宮西町二丁目１７番地の４

落札金額 1,356,385円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社中万本店 1,356,385円 落札

2 株式会社フシミ 1,635,290円

3 太陽薬品産業株式会社 2,157,500円

4 株式会社ホッタ晴信堂薬局

辞退

5 ミドリ安全株式会社 立川支店

辞退

備考 【概要】
フェイスシールド、ディスポ―ザル手袋、アルコール消毒液、除菌ウエットシート、ピューラックス
 
※入札価格は税抜きです。
※令和３年９月３０日まで



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00452 件名

内部発注番号 2752
中央体育館外１箇所変圧器等更新工事入札見積締切日時 2021年8月11日 17時00分

開札日時 2021年8月12日 9時30分

予定価格 2,603,700円

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外１箇所

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 ホーエイ電設株式会社

所在地 東京都福生市大字福生９４７番地８

落札金額 2,250,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ホーエイ電設株式会社 2,250,000円 落札

2 株式会社細谷電機 2,255,000円

3 有限会社日福電設 2,280,000円

4 有限会社アクティブ電設 2,300,000円

5 宮崎電気株式会社 2,350,000円

備考 【概要】
【中央体育館】高圧変圧器撤去新設 １台、高圧コンデンサ撤去新設 １台
【市営プール】高圧変圧器撤去新設 １台、高圧コンデンサ撤去新設 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 2021-00453 件名

内部発注番号 2949
乳がん・子宮頸がん集団検診委託入札見積締切日時 2021年8月11日 17時00分

開札日時 2021年8月12日 9時40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 2,352,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人クレモナ会 2,352,000円 落札

2 一般財団法人産業保健協会

辞退

3 医療法人財団立川中央病院

辞退

4 医療法人財団綜友会

辞退

5 医療法人社団成仁会 さくら通りクリニック

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）
※契約確定日の翌日から令和04年03月31日まで
※推定総額にて入札を行った。
※入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00459 件名

内部発注番号 2628
各小・中学校消火器購入入札見積締切日時 2021年8月11日 17時00分

開札日時 2021年8月12日 17時36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か所

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 株式会社きしの防災

所在地 東京都あきる野市小川東一丁目２番地１１

落札金額 832,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 株式会社きしの防災 969,000円 912,000円 855,000円 不調随契　832,000円

2 株式会社千代田防災 991,800円 940,500円 872,100円

3 株式会社サンワ 1,003,200円 946,200円 883,500円

4 株式会社消防弘済会 1,026,000円 959,880円 889,200円

5 株式会社オカデン 1,048,400円

辞退 ＊＊

備考 【概要】
消火器　強化液蓄圧式　3.0L　　114本
 
※令和３年１０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 2021-00454 件名

内部発注番号 2734
道路台帳レイヤーデータ原図修正委託入札見積締切日時 2021年8月11日 17時00分

開札日時 2021年8月12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 1,350,000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 1,350,000円 落札

2 株式会社アース設計コンサルタント 1,480,000円

3 株式会社ふくみ 1,500,000円

4 株式会社ファースト設計 福生営業所 1,500,000円

5 株式会社プランニングマップ 1,525,000円

備考 【概要】
道路台帳レイヤーの原図に修正の必要が生じたため、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。
 
※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 2021-00455 件名

内部発注番号 2776
中央図書館敷地測量委託入札見積締切日時 2021年8月11日 17時00分

開札日時 2021年8月12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 東京都福生市熊川850番地１

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 1,050,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 1,050,000円 落札

2 株式会社アース設計コンサルタント 1,200,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 1,200,000円

4 株式会社プランニングマップ 1,320,000円

5 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 1,350,000円

備考 【概要】
中央図書館敷地測量　一式
 
※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 2021-00456 件名

内部発注番号 2819
家屋調査委託入札見積締切日時 2021年8月11日 17時00分

開札日時 2021年8月12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 東京都福生市福生2976番地１外３箇所

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 中央環境株式会社

所在地 東京都新宿区百人町二丁目１番１２号

落札金額 986,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 中央環境株式会社 986,000円 落札

2 株式会社コスモ環境設計 1,193,000円

3 株式会社用地・環境調査センター 東京支店 1,220,000円

4 ワコウ環境調査株式会社 1,500,000円

5 株式会社四門 1,610,000円

備考 【概要】
大字福生の消防施設撤去工事に係る周辺への家屋被害の有無を確認するため、当該工事の前後で対象家屋について家屋調査
を実施する。
 
※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 2021-00457 件名

内部発注番号 2677
公園台帳補正委託入札見積締切日時 2021年8月11日 17時00分

開札日時 2021年8月12日 10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

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 700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 700,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 850,000円

3 株式会社アース設計コンサルタント 870,000円

4 株式会社ファースト設計 福生営業所 900,000円

5 株式会社プランニングマップ 930,000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　熊牛公園、ひふみ公園、ほたる公園、熊川公園、武蔵野台第五児童遊園
 
※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 2021-00458 件名

内部発注番号 2802
中央体育館外１箇所ＰＣＢ廃棄物運搬処分委託入札見積締切日時 2021年8月11日 17時00分

開札日時 2021年8月12日 10時16分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園二丁目９番地１外１箇所

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 杉田建材株式会社

所在地 千葉県市原市万田野２６番地

落札金額 405,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 杉田建材株式会社 405,000円 落札

2 三光株式会社 576,800円

3 オオノ開發株式会社 828,200円

4 群桐エコロ株式会社

不参

備考 【概要】
中央体育館　低濃度PCB廃棄物（トランス１基）の運搬処分　一式
市営プール　低濃度PCB廃棄物（トランス１基）の運搬処分　一式
 
※契約確定日の翌日から令和03年11月30日まで
※入札価格は税抜きです。


