
予定価格

落札金額

36,986,000

36,980,000

18,500,000

45,172,000

18,500,000

950,000

25,950,000

1,976,250

630,000

1,579,000

1,620,000

700,000

平成26年８月20日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1
玉川上水緑地日光橋公園等整備工
事

㈱第一建設 9 1 事前公表案件

2
消防ポンプ自動車購入（第三分
団）

日本機械工業㈱ 本社営業部 7 1

3
福生南部第１処理分区・中央排水
区Ｈ26その２工事

8 1
事前公表案件
不調

4
消防ポンプ自動車購入（第五分
団）

日本機械工業㈱ 本社営業部 7 1

5
市道田園12号線境界杭設置測量委
託

㈱アース設計コンサルタント 5 1

6
庁内ネットワーク機器借上（庁内
系サーバH26）

富士通リース㈱ 9 1

7 特定保健指導委託 ㈱カイテック 6 1

8 市道幹線Ⅱ-10号線測量委託 国際測地㈱ 福生営業所 5 1

9 市民文化祭展示会場設営委託 ㈱シミズオクト 5 1

10
多摩川緑地加美上水公園樹木剪定
委託

立山産業㈱ 5 3 不調随契

※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。

11
各小中学校建築設備定期検査報告
書作成委託

㈱京和建築事務所 5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00319 件名

内部発注番号 42600000002688
玉川上水緑地日光橋公園等整備工事入札見積締切日時 2014年8月19日 17時00分

開札日時 2014年8月20日 9時02分

予定価格 39,944,880円

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1386番地１外

業種 0600 一般土木工事

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 36,980,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社第一建設 36,980,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木

最低制限未満

3 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

4 鈴島建設株式会社

辞退

5 株式会社細谷電機

辞退

6 株式会社島田組 福生営業所

辞退

7 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

8 株式会社塩田組

辞退

9 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

無効

備考 【概要】
土工　　　　１式　掘削積込み工、土砂運搬工、土留取り壊し工、枯損木伐採・伐根工
擁壁工　　　１式　土留擁壁431m
舗装工　　　１式　ダスト舗装工701m2
管理施設工　１式　方向板設置工２基、擬木階段設置工46段（２か所）
休養施設工　１式　擬木ベンチ設置工２基、収納ベンチ設置工２基
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格33,288,000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 2014-00316 件名

内部発注番号 42600000002746
消防ポンプ自動車購入（第三分団）入札見積締切日時 2014年8月19日 17時00分

開札日時 2014年8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 東京都福生市福生市指定の場所

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 日本機械工業株式会社 本社営業部

所在地 東京都八王子市中野上町２丁目３１番１号

落札金額 18,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本機械工業株式会社 本社営業部 18,500,000円 落札

2 ジーエムいちはら工業株式会社 東京営業所 19,700,000円

3 株式会社野口ポンプ製作所 19,850,000円

4 株式会社畠山ポンプ製作所 20,100,000円

5 株式会社モリタ 東京営業部 20,200,000円

6 株式会社赤尾 東京本社 20,800,000円

7 桜ホース株式会社 21,000,000円

備考 【概要】
福生市消防団第三分団消防ポンプ自動車の老朽化による購入（更新）
消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）　１台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00320 件名

内部発注番号 42600000002699
福生南部第１処理分区・中央排水区Ｈ26その２工

事
入札見積締切日時 2014年8月19日 17時00分

開札日時 2014年8月20日 9時14分

予定価格 48,785,760円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生253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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木

辞退

2 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

3 株式会社第一建設

辞退

4 鈴島建設株式会社

辞退

5 株式会社島田組 福生営業所

辞退

6 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

7 株式会社塩田組

辞退

8 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

辞退

備考 【概要】
汚水管布設　開削　φ200　132.91ｍ
雨水管布設　開削　φ350　40.24ｍ　φ400　41.50ｍ　φ600　15.59ｍ　φ800　56.32ｍ
　　　　　　推進　φ400　5.0ｍ
人孔設置　１号　10箇所　２号　１箇所　３号　２箇所
立坑　２箇所　薬液注入　１式　付帯工　１式
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。
※打ち切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00317 件名

内部発注番号 42600000002747
消防ポンプ自動車購入（第五分団）入札見積締切日時 2014年8月19日 17時00分

開札日時 2014年8月20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 東京都福生市福生市指定の場所

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 日本機械工業株式会社 本社営業部

所在地 東京都八王子市中野上町２丁目３１番１号

落札金額 18,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本機械工業株式会社 本社営業部 18,500,000円 落札

2 ジーエムいちはら工業株式会社 東京営業所 19,700,000円

3 株式会社野口ポンプ製作所 19,850,000円

4 株式会社畠山ポンプ製作所 20,100,000円

5 株式会社モリタ 東京営業部 20,200,000円

6 日本ドライケミカル株式会社 20,350,000円

7 いすゞ自動車首都圏株式会社 瑞穂支店

不参

備考 【概要】
福生市消防団第五分団消防ポンプ自動車の老朽化による購入（更新）
消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）　１台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00321 件名

内部発注番号 42600000002706
市道田園12号線境界杭設置測量委託入札見積締切日時 2014年8月19日 17時00分

開札日時 2014年8月20日 9時23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

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 950,000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 950,000円 落札

2 有限会社三友測量設計 福生営業所 1,020,000円

3 株式会社ふくみ 1,030,000円

4 株式会社ファースト設計 福生営業所 1,100,000円

5 株式会社プランニングマップ 1,200,000円

備考 【概要】
子ども応援館側の歩道を拡幅する工事に伴い、境界杭の設置を行うもの。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00318 件名

内部発注番号 42600000002794
庁内ネットワーク機器借上（庁内系サーバH26）入札見積締切日時 2014年8月19日 17時00分

開札日時 2014年8月20日 9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 25,950,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 25,950,000円 落札

2 ＮＴＴファイナンス株式会社 25,980,000円

3 ＪＡ三井リース株式会社 26,250,000円

4 昭和リース株式会社 26,478,000円

5 東洋通信工業株式会社 27,330,000円

6 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

7 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

8 リコージャパン株式会社 首都圏営業本部　西
東京支社　LA営業部 辞退

9 日立キャピタル株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
庁内の各種システムを稼働させるための仮想サーバ及び職員が使用する仮想クライアントを構成するサーバ機器一式の借
上
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00322 件名

内部発注番号 42600000002785
特定保健指導委託入札見積締切日時 2014年8月19日 17時00分

開札日時 2014年8月20日 9時46分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定した場所(市内施設)

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 株式会社カイテック

所在地 東京都新宿区住吉町１番１５号並木ビル４階

落札金額 1,976,250円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社カイテック 1,976,250円 落札

2 株式会社現代けんこう出版 2,667,100円

3 有限会社ハイライフサポート 3,170,500円

4 株式会社タニタ 3,375,000円

5 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア 3,782,750円

6 株式会社ＫＤＤＩエボルバコールアドバンス

辞退

備考 【概要】
特定保健指導が必要と判定された国民健康保険被保険者に対し、生活習慣の改善に係る行動変容を目的とした保健指導
を実施する。
　対象者　約700名
　積極的支援参加者　　約45名
　動機づけ支援参加者　約120名
 
※推定総額にて行った。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00323 件名

内部発注番号 42600000002846
市道幹線Ⅱ-10号線測量委託入札見積締切日時 2014年8月19日 17時00分

開札日時 2014年8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 東京都福生市大字福生字奈賀地内

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 630,000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 630,000円 落札

2 有限会社三友測量設計 福生営業所 700,000円

3 株式会社ふくみ 700,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 760,000円

5 株式会社プランニングマップ 800,000円

備考 【概要】
幹線Ⅱ-10号線改良工事の完了に伴い境界標識を設置し、適正な道路管理を図る。
 
打合せ協議・作業計画
４級基準点測量
用地測量
金属標識設置
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00324 件名

内部発注番号 42600000002714
市民文化祭展示会場設営委託入札見積締切日時 2014年8月19日 17時00分

開札日時 2014年8月20日 9時52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2455番地（福生市民会館・公民館）、福生市牛浜163番地（さくら会館）

営業種目１ 120 催事関係業務 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 株式会社シミズオクト

所在地 東京都新宿区高田馬場四丁目３９番１号

落札金額 1,579,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社シミズオクト 1,579,000円 落札

2 株式会社ムラック 多摩支店 1,760,000円

3 パシフィックリプロサービス株式会社 2,950,000円

4 日野テクニカルサービス株式会社

不参

5 株式会社岡田屋 レントオール横浜町田イベン
トセンター 不参

備考 【概要】
市民文化祭　展示部門会場の設営及び撤去
会場設営：10月30日（木）　午前９時〜午後９時
会場撤去：11月３日（月）　午後４時〜午後９時
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00325 件名

内部発注番号 42600000002881
多摩川緑地加美上水公園樹木剪定委託入札見積締切日時 2014年8月19日 17時00分

開札日時 2014年8月20日 15時10分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1763番地５

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 立山産業株式会社

所在地 東京都福生市福生９７３

落札金額 1,620,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 立山産業株式会社 2,630,000円 2,500,000円 2,000,000円 不調随契1,620,000円

2 株式会社丸松造園 3,180,000円 2,590,000円 2,450,000円

3 株式会社共進造園 3,220,000円 2,610,000円

辞退

4 有限会社英造園 3,410,000円 2,610,000円

辞退

5 株式会社東造園緑化 3,380,000円

辞退 ＊＊

備考 【概要】
樹木剪定（運搬・処分共）　C=38?190ｃｍ　21本
林床整備（運搬・処分共）低木伐採　18本　下草刈　一式　整備面積355㎡
既剪定済発生材運搬・処分　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00326 件名

内部発注番号 42600000002764
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 2014年8月19日 17時00分

開札日時 2014年8月20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 東京都福生市大字福生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 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 700,000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 700,000円 落札

2 有限会社ティエム建築デザイン研究所 890,000円

3 有限会社小林建築設計工房 900,000円

4 新井設計株式会社 950,000円

5 モリタ構造設計室

不参

備考 【概要】
建築設備定期検査報告書作成　一式
 
※入札価格は税抜きです。


