
予定価格

落札金額

9,100,000

2,500,000

1,160,000

4,100,000

17,568,000

16,980,000

40,779,000

39,168,800

24,888,000

23,400,000

40,000,000

31,700,000

2,450,000

5,761,000

11,496,000

11,200,000

9,363,000

8,750,000

16,418,000

15,600,000

26,719,000

25,637,000

24,981,000

24,000,000

2,996,000

2,830,000

32,127,000

30,780,000

1,192,000

700,000

1,800,000

6,074,000

6,060,000

2,400,000

875,000

平成26年５月22日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1
立川第２排水区整備計画策定及
び第１工区詳細設計委託

㈱ファースト設計 福生
営業所

6 1

2
介護保険事業計画及び障害福祉
計画改定委託

㈱コモン計画研究所 6 1

3
福生第五小学校校庭改良工事設
計委託

㈲三友測量設計 福生
営業所

5 1

4
福生第三中学校便所改良及び給
水施設改良工事設計委託

㈱京和建築事務所 6 1

5 市道田園12号線改良工事
成友興業㈱　福生営業
所

7 1 事前公表案件

6 本町排水区Ｈ26その１工事 鈴島建設㈱ 8 1 事前公表案件

7 福生第七小学校校庭改良工事
日本フィールドシステ
ム㈱　関東支店

7 1 事前公表案件

8
福生市公共下水道長寿命化詳細
計画カメラ調査及びマンホール
等調査委託（その１）

管清工業㈱　西東京営
業所

8 1

9
福生市公共下水道長寿命化詳細
計画カメラ調査及びマンホール
等調査委託（その２）

三喜技研工業㈱ 8 1

10
中央排水区Ｈ26その１工事設計
委託

㈱ふくみ 5 1

11 臨時福祉給付金給付業務委託 マンパワーグループ㈱ 6 1

12
道路照明灯LED化工事（その
１）

㈲小林電業 7 1 事前公表案件

13
道路照明灯LED化工事（その
２）

㈱細谷電機 7 1 事前公表案件

14
道路照明灯LED化工事（その
３）

宮崎電気㈱ 7 1 事前公表案件

15
道路照明灯LED化工事（その
４）

㈲日福電設 7 1 事前公表案件

16
福生第三小学校便所改良工事
（建築）

㈱清水建設工業所 7 1 事前公表案件

17
福生第三小学校便所改良工事
（電気設備）

ホーエイ電設㈱ 7 1 事前公表案件

18
福生第三小学校便所改良（給排
水衛生設備）及び給水施設改良
工事

田中工業㈱ 9 1 事前公表案件

19 わかたけ会館備品等移転委託
㈱日立物流 多摩営業
所

5 1

20
第二市営住宅屋上防水改良工事
設計委託

㈱タマ建築設計事務所 5 1

21 施設間ネットワーク更新委託 日本電子計算㈱ 5 1

22
市道幹線Ⅱ-10号線（銀座通
り）改良工事

ニューズ産業㈱ 西多
摩支店

6 1 事前公表案件

23
福東地域災害時対応施設土地測
量委託

㈱アース設計コンサル
タント

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。

24
福東地域災害時対応施設樹木調
査委託

興國緑化㈱ 5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00220 件名

内部発注番号 42600000000656
立川第２排水区整備計画策定及び第１工区詳細

設計委託
入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22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 株式会社ファースト設計 福生営業所

所在地 東京都福生市牛浜１５４

落札金額 9,100,000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 9,100,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 9,190,000円

3 有限会社三友測量設計 福生営業所 9,350,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 9,500,000円

5 株式会社ふくみ 9,500,000円

6 株式会社プランニングマップ 10,500,000円

備考 【概要】
道路排水用管渠を現行の事業認可を参照しながら、事業費を最小に抑える工夫を施し、整備計画を策定し、その第１工区分
の詳細設計を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00221 件名

内部発注番号 42600000000667
介護保険事業計画及び障害福祉計画改定委託入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 9時08分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市本町５番地

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 株式会社コモン計画研究所

所在地 東京都杉並区成田東五丁目３５番１５号ＴＨＥＰＬＡＺＡ－Ｆ２階

落札金額 2,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社コモン計画研究所 2,500,000円 落札

2 株式会社オルビットプラン 東京支店

辞退

3 パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本
社 辞退

4 株式会社サーベイリサーチセンター 営業部

辞退

5 株式会社コミュニティー・プランナーズ

不参

6 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究
所 不参

備考 【概要】
３年を一期とする介護保険事業事業計画及び福生市障害者計画・障害福祉計画を策定するため事務に必要な作業を委託
する。
事業計画書（100ページ程度）各300部、概要版（４ページ程度）各300部、
計画書及び概要版の原稿・データ一式、地域福祉推進委員会提出資料及び懐疑要録一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00222 件名

内部発注番号 42600000000678
福生第五小学校校庭改良工事設計委託入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 9時11分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市南田園一丁目２番地２

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 有限会社三友測量設計 福生営業所

所在地 東京都福生市熊川371番地3

落札金額 1,160,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社三友測量設計 福生営業所 1,160,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 1,180,000円

3 株式会社プランニングマップ 1,250,000円

4 株式会社ファースト設計 福生営業所 1,300,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 1,300,000円

備考 【概要】
設計業務　一式（校庭舗装、排水設備、校庭芝生化、遊具改良　外）
積算業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00231 件名

内部発注番号 42600000000696
福生第三中学校便所改良及び給水施設改良工事

設計委託
入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22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 東京都福生市福生市南田園三丁目１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 株式会社京和建築事務所

所在地 東京都福生市本町２３番地２号

落札金額 4,100,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社京和建築事務所 4,100,000円 落札

2 株式会社古賀建築事務所 4,300,000円

3 株式会社タマ建築設計事務所 4,380,000円

4 株式会社金子設計 4,400,000円

5 有限会社ティエム建築デザイン研究所 4,450,000円

6 株式会社楠山設計 8,000,000円

備考 【概要】
実施設計業務　一式
　・便所改良
　・給水施設改良
　・段差解消
　積算業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00246 件名

内部発注番号 42600000000695
市道田園12号線改良工事入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 9時21分

予定価格 18,973,440円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市北田園二丁目地内

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 16,980,000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 16,980,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 17,200,000円

3 株式会社島田組 福生営業所 17,568,000円

4 株式会社第一建設

辞退

5 鈴島建設株式会社

辞退

6 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

7 東山建設株式会社

不参

備考 【概要】
歩道の改良及び車道舗装
施工延長Ｌ＝133.9ｍ　幅員Ｗ＝8ｍ
歩道舗装工　180㎡
車道舗装工　724+47㎡
街築工　一式　交通安全施設工　一式　雑工　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格15,254,000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 2014-00247 件名

内部発注番号 42600000000697
本町排水区Ｈ26その１工事入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 9時28分

予定価格 44,041,320円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市武蔵野台一丁目４番地先

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 鈴島建設株式会社

所在地 東京都福生市大字熊川１６３１番地３

落札金額 39,168,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 鈴島建設株式会社 39,168,800円 落札

2 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

辞退

3 株式会社第一建設

辞退

4 株式会社島田組 福生営業所

辞退

5 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

6 有限会社村尾造園土木

辞退

7 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

8 株式会社塩田組

辞退

備考 【概要】
推進工　12.5ｍ
立坑築造工　Φ2500　5.12ｍ
２号人孔設置　２基
１号人孔設置　１基
開削管きょ工　Φ600　73.8ｍ
開削管きょ工　Φ450　13.35ｍ　　付帯工　１式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格35,410,000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 2014-00248 件名

内部発注番号 42600000000704
福生第七小学校校庭改良工事入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 9時31分

予定価格 26,879,040円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市北田園一丁目１番地１

業種 2800 運動場施設

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 日本フィールドシステム株式会社 関東支店

所在地 東京都足立区千住宮元町１３番１３号

落札金額 23,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本フィールドシステム株式会社 関東支店 23,400,000円 落札

2 生涯スポーツ建設株式会社 東京支店 23,500,000円

3 日勝スポーツ工業株式会社 西東京支店 23,800,000円

4 スポーツマテリアル株式会社 23,900,000円

5 多摩スポーツ施設株式会社 23,980,000円

6 スポーツ施設株式会社 24,000,000円

7 長谷川体育施設株式会社 東京営業所 24,000,000円

備考 【概要】
芝生舗装工事　480㎡
グランド不陸修正工事　6,236㎡
排水工事　一式
遊具撤去・新設等
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格22,399,000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 2014-00224 件名

内部発注番号 42600000000698
福生市公共下水道長寿命化詳細計画カメラ調査

及びマンホール等調査委託（その１）
入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22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 02 指名競争入札

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 40,000,000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 40,000,000円 落札

2 株式会社アスコ 東京本社　東日本営業部 41,800,000円

3 株式会社スイーピングサービス 42,500,000円

4 株式会社創成 43,000,000円

5 管水工業株式会社 東京支店 43,500,000円

6 株式会社相川管理 東京支店 43,830,000円

7 淺間保全工業株式会社 44,000,000円

8 三喜技研工業株式会社 45,000,000円

備考 【概要】
TVカメラ調査工　汚水管調査工φ200〜800㎜　L＝16,445m
　　　　　　　　汚水管洗浄工φ200〜800㎜　L＝16,445m、　報告書作成　一式、
　　　　　　　　取付管調査工　1,830箇所、報告書作成　一式
目視調査工　　　マンホール等調査工　610箇所、報告書　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00225 件名

内部発注番号 42600000000699
福生市公共下水道長寿命化詳細計画カメラ調査

及びマンホール等調査委託（その２）
入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22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 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 三喜技研工業株式会社

所在地 東京都立川市砂川町八丁目６０番地の１６

落札金額 31,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 三喜技研工業株式会社 31,700,000円 落札

2 株式会社スイーピングサービス 32,200,000円

3 株式会社環境システムサービス 32,400,000円

4 淺間保全工業株式会社 32,500,000円

5 株式会社創成 32,750,000円

6 株式会社町田清掃社 32,800,000円

7 管水工業株式会社 東京支店 32,960,000円

8 株式会社アスコ 東京本社　東日本営業部 33,000,000円

備考 【概要】
TVカメラ調査工　汚水管調査工φ200〜800㎜　L＝12,471m
　　　　　　　　汚水管洗浄工φ200〜800㎜　L＝12,471m、　報告書作成　一式、
　　　　　　　　取付管調査工　1,395箇所、報告書作成　一式
目視調査工　　　マンホール等調査工　465箇所、報告書　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00226 件名

内部発注番号 42600000000700
中央排水区Ｈ26その１工事設計委託入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22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 東京都福生市福生市福生2266番地先

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 株式会社ふくみ

所在地 東京都福生市大字福生２３５６番地６

落札金額 2,450,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 2,450,000円 落札

2 有限会社三友測量設計 福生営業所 2,570,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 2,600,000円

4 株式会社プランニングマップ 2,600,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 2,700,000円

備考 【概要】
詳細設計　開削工法（内径1200ｍｍ未満）　65ｍ
報告書作成　１式
設計協議　　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00227 件名

内部発注番号 42600000000715
臨時福祉給付金給付業務委託入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22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 東京都福生市福生市本町５番地（福生市福祉保健部社会福祉課及び発注者の指定場所）

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 マンパワーグループ株式会社

所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号横浜ランドマークタワー

落札金額 5,761,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 マンパワーグループ株式会社 5,761,000円 落札

2 キャリアリンク株式会社 5,818,736円

3 株式会社ＫＤＤＩエボルバ 6,011,000円

4 テンブロス株式会社 新宿オフィス

辞退

5 株式会社グローバルスタッフ 人材サービス部

不参

6 ヒューマンリソシア株式会社

不参

備考 【概要】
臨時福祉給付金の給付業務における市民からの電話の問合せ、窓口対応、申請書の受理、給付決定及び支払い業務に係
る人材の派遣
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00234 件名

内部発注番号 42600000000718
道路照明灯LED化工事（その１）入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 10時01分

予定価格 12,415,680円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市内

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 有限会社小林電業

所在地 東京都福生市本町９３

落札金額 11,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社小林電業 11,200,000円 落札

2 ホーエイ電設株式会社 11,255,000円

3 有限会社アクティブ電設 11,287,000円

4 有限会社モリヤ電気 11,320,000円

5 株式会社細谷電機 11,326,000円

6 宮崎電気株式会社 11,430,000円

7 有限会社日福電設 11,450,000円

備考 【概要】
道路照明灯設置工　20VA　７基　　　40VA　12基
　　　　　　　　 100VA 11基
　　　　　装飾灯　60VA　16基　　 200VA　１基
　　　トンネル灯　40VA　６基　　　60VA　８基　　　　　　　計　61基
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格9,878,000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 2014-00235 件名

内部発注番号 42600000000719
道路照明灯LED化工事（その２）入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 10時06分

予定価格 10,112,040円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市内

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 東京都福生市加美平三丁目1番地3

落札金額 8,750,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社細谷電機 8,750,000円 落札

2 有限会社小林電業 8,816,500円

3 有限会社モリヤ電気 8,935,000円

4 宮崎電気株式会社 9,035,000円

5 ホーエイ電設株式会社 9,142,500円

6 有限会社日福電設 9,200,500円

7 有限会社アクティブ電設 9,261,000円

備考 【概要】
道路照明灯設置工　20VA　40基　　　40VA　22基
　　　　　　　　 60VA ４基
　　　　　装飾灯　60VA　４基
　　　トンネル灯　60VA　７基　　　　　　　　　　計　77基
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格8,036,000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 2014-00236 件名

内部発注番号 42600000000720
道路照明灯LED化工事（その３）入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 10時11分

予定価格 17,731,440円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市内

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 宮崎電気株式会社

所在地 東京都福生市大字熊川１０６８番地

落札金額 15,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 宮崎電気株式会社 15,600,000円 落札

2 ホーエイ電設株式会社 15,700,000円

3 有限会社アクティブ電設 15,850,000円

4 有限会社モリヤ電気 15,900,000円

5 有限会社日福電設 15,980,000円

6 有限会社小林電業 16,000,000円

7 株式会社細谷電機 16,100,000円

備考 【概要】
道路照明灯設置工　20VA　34基　　　40VA　８基
　　　　　　　　 60VA 25基　　 100VA ３基
　　　　　装飾灯　60VA　14基
　　　トンネル灯　60VA　２基　　　　　　　　　計　86基
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格14,151,000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 2014-00237 件名

内部発注番号 42600000000721
道路照明灯LED化工事（その４）入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 10時16分

予定価格 28,856,520円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市内

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 有限会社日福電設

所在地 東京都福生市大字福生二宮２４４８番地

落札金額 25,637,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社日福電設 25,637,000円 落札

2 ホーエイ電設株式会社 25,760,000円

3 有限会社小林電業 25,795,000円

4 株式会社細谷電機 25,880,000円

5 有限会社アクティブ電設 26,050,000円

6 宮崎電気株式会社 26,210,000円

7 有限会社モリヤ電気 26,280,000円

備考 【概要】
道路照明灯設置工　20VA　40基　　　40VA　３基
　　　　　　　　 60VA　11基　　 100VA 13基
　　　　　装飾灯　20VA　12基　　　40VA　26基　　60VA　26基
　　　トンネル灯　60VA　８基　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　139基
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格23,138,000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 2014-00238 件名

内部発注番号 42600000000705
福生第三小学校便所改良工事（建築）入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 10時26分

予定価格 26,979,480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 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 株式会社清水建設工業所

所在地 東京都青梅市東青梅一丁目７番地７

落札金額 24,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社清水建設工業所 24,000,000円 落札

2 株式会社淺沼組 多摩営業所

辞退

3 扶桑建設株式会社

辞退

4 村本建設株式会社 西東京営業所

辞退

5 豊友建設株式会社

辞退

6 株式会社塩田組

辞退

7 株式会社島田組 福生営業所

辞退

備考 【概要】
校舎東側３箇所の便所改良に伴う建築工事　一式
施工面積　103㎡
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格22,297,000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 2014-00239 件名

内部発注番号 42600000000708
福生第三小学校便所改良工事（電気設備）入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 10時32分

予定価格 3,235,680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 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 2,830,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ホーエイ電設株式会社 2,830,000円 落札

2 有限会社モリヤ電気 2,850,000円

3 有限会社アクティブ電設 2,880,000円

4 株式会社細谷電機 2,900,000円

5 有限会社日福電設 2,930,000円

6 有限会社小林電業 2,950,000円

7 宮崎電気株式会社 2,950,000円

備考 【概要】
校舎東側３箇所の便所改良に伴う電気設備工事　一式
施工面積　103㎡
LEDダウンライト新設　59個
 
※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 2014-00240 件名

内部発注番号 42600000000709
福生第三小学校便所改良（給排水衛生設備）及び

給水施設改良工事
入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 10時35分

予定価格 34,697,160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 0900 給排水衛生工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 田中工業株式会社

所在地 東京都青梅市勝沼一丁目３７番地

落札金額 30,780,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 田中工業株式会社 30,780,000円 落札

2 羽村設備株式会社 32,000,000円

3 株式会社桑林工業所 32,000,000円

4 有限会社加藤設備

最低制限未満

5 安藤設備株式会社

辞退

6 株式会社森田工業所

辞退

7 師岡設備工業株式会社

辞退

8 株式会社吉田工務店

辞退

9 有限会社望月設備工業

辞退

備考 【概要】
校舎東側３箇所の便所改良に伴う給排水衛生設備工事　一式
施工面積　103㎡
腰掛式大便器新設　19個、小便器新設　10個
水道直結化に伴う水栓類新設・再取付　161箇所
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格28,751,000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 2014-00228 件名

内部発注番号 42600000000740
わかたけ会館備品等移転委託入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 10時58分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市熊川199番地１

営業種目１ 114 運搬請負 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 株式会社日立物流 多摩営業所

所在地 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目２６番３８号

落札金額 1,192,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社日立物流 多摩営業所 1,192,000円 落札

2 西多摩運送株式会社 1,420,000円

3 北多摩運送株式会社 1,450,000円

4 新日本物流株式会社

辞退

5 西武運輸株式会社 西東京引越センター

不参

備考 【概要】
わかたけ会館改良工事に伴い、わかたけ図書館の図書、書架、什器や会館内の備品等を、それぞれの移転場所へ、改良工
事前に搬出し、工事完了後に「わかたけ会館」へ搬入する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00229 件名

内部発注番号 42600000000749
第二市営住宅屋上防水改良工事設計委託入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 10時51分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市大字福生921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 700,000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 700,000円 落札

2 株式会社京和建築事務所 730,000円

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 780,000円

4 株式会社古賀建築事務所 800,000円

5 株式会社楠山設計 4,000,000円

備考 【概要】
・積算業務　一式
・屋上防水改良設計（約500㎡×４棟）一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00230 件名

内部発注番号 42600000000782
施設間ネットワーク更新委託入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22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 東京都福生市東京都福生市本町５番地

営業種目１ 121 情報処理業務 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 日本電子計算株式会社

所在地 東京都江東区東陽二丁目４番２４号

落札金額 1,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本電子計算株式会社 1,800,000円 落札

2 株式会社ワイ・シー・シー 東京支社

辞退

3 株式会社富士通マーケティング 首都圏営業本
部関越支社多摩支店 辞退

4 ジャパンシステム株式会社

辞退

5 ミツイワ株式会社 ＩＳ統括本部　多摩インフラサ
ービス部 不参

備考 【概要】
市内各施設に設置するネットワーク中継機器（L2スイッチ）の設定作業及び保守業務
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00242 件名

内部発注番号 42600000000976
市道幹線Ⅱ-10号線（銀座通り）改良工事入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 11時01分

予定価格 6,559,920円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市本町地内

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 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

所在地 東京都福生市南田園2丁目15番地9

落札金額 6,060,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 6,060,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 6,074,000円

3 株式会社第一建設

辞退

4 株式会社島田組 福生営業所

辞退

5 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

6 鈴島建設株式会社

辞退

備考 【概要】
施工延長L=226.1m
標準幅員W=6.0m
インターロッキングブロック舗装工
Ａタイプ（新設インターロッキングブロックの入替）220㎡
Ｂタイプ（インターロッキングブロック舗装の目地詰め）185㎡
人孔廻り補修工　8箇所
 
※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 2014-00243 件名

内部発注番号 42600000000981
福東地域災害時対応施設土地測量委託入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 11時14分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市大字熊川1606番地外

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 2,400,000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 2,400,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 2,520,000円

3 有限会社三友測量設計 福生営業所 2,530,000円

4 株式会社ふくみ 2,600,000円

5 株式会社プランニングマップ 2,650,000円

備考 【概要】
４級基準点測量 　８点
現地測量 　　　　　 　14,100㎡
高低測量　　　　　　　14,100㎡
公図地籍測量図の転写　14,100㎡
土地の登記記録調査　　14,100㎡
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00244 件名

内部発注番号 42600000000979
福東地域災害時対応施設樹木調査委託入札見積締切日時 2014年5月21日 17時00分

開札日時 2014年5月22日 11時15分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市大字熊川1606番地外

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 875,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 875,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 920,000円

3 有限会社英造園 945,000円

4 株式会社東造園緑化 1,060,000円

5 株式会社丸松造園 1,100,000円

備考 【概要】
樹木調査　 11,000㎡
樹木ナンバー打込み工　 一式 
 
※入札価格は税抜きです。


