
予定価格

落札金額

14,049,000

3,408,000

3,500,000

4,300,000

11,219,000

10,950,000

2,184,000

25,030,000

24,800,000

2,700,000

20,730,000

20,180,000

2,420,000

2,350,000

1,681,000

1,650,000

1,562,000

1,530,000

410,000

1,980,000

平成26年11月20日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 わかたけ会館改良工事（外構） 7 1
事前公表案件
不調

2
電算機借上（教育センター事務室
用パソコン等）

富士通リース㈱ 6 1

3
もくせい会館建設工事基本設計委
託

㈱大誠建築設計事務所 6 1

4 ショベルローダー購入 ㈱交運社 6 1

5
福生南部第１処理分区・中央排水
区Ｈ26その３工事

㈱田村工務店 7 1 事前公表案件

6
電算機借上（H26住民情報系ファイ
ルサーバ）

㈱ＪＥＣＣ 5 1

7
市道第1259号線（福生駅自由通
路）内装改良工事

豊友建設㈱ 7 1 事前公表案件

8 管渠清掃委託（駅前等清掃） ㈱スイーピングサービス 5 1

9
市道第1259号線（福生駅自由通
路）屋上防水改良工事

㈲海野塗装工業 7 1 事前公表案件

10 各小中学校植木剪定委託 ㈲英造園 5 1

11 加美排水区画雨水管渠等調査委託 ㈱ふくみ 5 1

1

12 市道第196号線改良工事 ㈱塩田組 5 1 事前公表案件

14 ㈱武揚堂

15
福生第二中学校給食用設備整備工
事設計委託

㈱京和建築事務所

4

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 市道第264号線外１路線改良工事 ㈱塩田組 5 1 事前公表案件

福生駅東口観光案内板書替委託



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00366 件名

内部発注番号 42600000004468
わかたけ会館改良工事（外構）入札見積締切日時 2014年11月19日 17時00分

開札日時 2014年11月20日 9時00分

予定価格 15,172,920円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川199番地１

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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

辞退

2 株式会社島田組 福生営業所

辞退

3 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

4 有限会社村尾造園土木

辞退

5 株式会社共進造園

辞退

6 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

7 東山建設株式会社

辞退

備考 【概要】
外構改修工事（舗装・囲障・排水・植栽等）　一式
テラス（約15㎡）新設工事　一式
撤去工事　一式
 
※全者応札なしのため打ち切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00363 件名

内部発注番号 42600000004401
電算機借上（教育センター事務室用パソコン等）入札見積締切日時 2014年11月19日 17時00分

開札日時 2014年11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 東京都福生市北田園二丁目５番地７　子ども応援館２階

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 3,408,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 3,408,000円 落札

2 井上事務機事務用品株式会社 3,510,000円

3 ＮＴＴファイナンス株式会社 3,642,000円

4 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

4,500,000円

5 東洋通信工業株式会社

辞退

6 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】
教育センター事務室用パソコン18台
（内訳）教育相談室事務用パソコン９台　学校適応支援室事務用パソコン８台（予備機１台を除く）　
※その他モノクロレーザープリンタ１台ほか周辺機器を含む。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00367 件名

内部発注番号 42600000004443
もくせい会館建設工事基本設計委託入札見積締切日時 2014年11月19日 17時00分

開札日時 2014年11月20日 9時36分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町18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 株式会社大誠建築設計事務所

所在地 東京都中野区新井一丁目２５番６号中野フコク生命ビル３Ｆ

落札金額 3,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社大誠建築設計事務所 3,500,000円 落札

2 株式会社京和建築事務所 5,100,000円

3 株式会社古賀建築事務所 6,000,000円

4 株式会社久慈設計 東京支社 6,400,000円

5 株式会社タマ建築設計事務所 6,800,000円

6 有限会社ティエム建築デザイン研究所 7,000,000円

備考 【概要】
もくせい会館　新築　1,100㎡程度　基本設計委託　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00364 件名

内部発注番号 42600000004408
ショベルローダー購入入札見積締切日時 2014年11月19日 17時00分

開札日時 2014年11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 東京都福生市市の指定する場所

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 株式会社交運社

所在地 東京都福生市大字福生６５４番地

落札金額 4,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社交運社 4,300,000円 落札

2 有限会社村野モータース 4,320,000円

3 中西モータース 4,360,000円

4 森田自動車 4,380,000円

5 三七三自動車商会 4,400,000円

6 フジミ自動車興業株式会社 4,400,000円

備考 【概要】
ショベルローダー（ミニホイールローダー）
バケット容量0.8立方メートル、標準仕様車（小型特種）
特定特種自動車排ガス基準適合車、情報衛星端末搭載
ＲＯＰＳキャノピ黄色回転灯（１基　キャノピ上に設置）、タイヤチェーン（４本）
市名入れ(車体に塗装）、名義登録、道路維持作業車両手続き共
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00370 件名

内部発注番号 42600000004513
福生南部第１処理分区・中央排水区Ｈ26その３工

事
入札見積締切日時 2014年11月19日 17時00分

開札日時 2014年11月20日 9時20分

予定価格 12,116,520円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市志茂142〜175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 株式会社田村工務店

所在地 東京都羽村市緑ヶ丘五丁目１番地３

落札金額 10,950,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社田村工務店 10,950,000円 落札

2 出水建設株式会社

辞退

3 有限会社村尾造園土木

辞退

4 株式会社第一建設

辞退

5 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

6 鈴木土建株式会社

辞退

7 鈴島建設株式会社

辞退

備考 【概要】
管付設及び人孔設置工　汚水管φ250　Ｌ＝54.11ｍ　１号人孔　１基
　　　　　　　　　　　雨水管φ250　Ｌ＝73.60ｍ　１号人孔　４基
　　　　　　　　　　　　　　φ450　Ｌ＝15.95ｍ　１号人孔　１基
取付管工　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格9,673,000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 2014-00365 件名

内部発注番号 42600000004462
電算機借上（H26住民情報系ファイルサーバ）入札見積締切日時 2014年11月19日 17時00分

開札日時 2014年11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　福生市役所

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ＪＥＣＣ

所在地 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

落札金額 2,184,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ 2,184,000円 落札

2 富士通リース株式会社 2,190,000円

3 ＮＴＴファイナンス株式会社 2,298,000円

4 昭和リース株式会社

辞退

5 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
住民情報系ファイルサーバ更新に伴う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 2014-00378 件名

内部発注番号 42600000004886
市道第1259号線（福生駅自由通路）内装改良工

事
入札見積締切日時 2014年11月19日 17時00分

開札日時 2014年11月20日 9時37分

予定価格 27,032,400円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生地内

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 豊友建設株式会社

所在地 東京都羽村市緑ヶ丘五丁目２番地３

落札金額 24,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 豊友建設株式会社 24,800,000円 落札

2 扶桑建設株式会社

辞退

3 株式会社淺沼組 多摩営業所

辞退

4 中村建設株式会社

辞退

5 岩浪建設株式会社

辞退

6 立花建設株式会社 多摩支店

辞退

7 坂村建設株式会社

辞退

備考 【概要】
天井張替　　322㎡
たれ壁塗装　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格21,861,000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 2014-00372 件名

内部発注番号 42600000004580
管渠清掃委託（駅前等清掃）入札見積締切日時 2014年11月19日 17時00分

開札日時 2014年11月20日 9時41分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生駅・牛浜駅・東福生駅等周辺

営業種目１ 113 管渠清掃 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 株式会社スイーピングサービス

所在地 東京都あきる野市瀬戸岡３６０番地１

落札金額 2,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社スイーピングサービス 2,700,000円 落札

2 有限会社常盤組 2,850,000円

3 株式会社加藤商事 西多摩支店 2,980,000円

4 矢野口自工株式会社 3,000,000円

5 株式会社京葉興業 3,100,000円

備考 【概要】
駅前等の下水道管渠の清掃を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00379 件名

内部発注番号 42600000004887
市道第1259号線（福生駅自由通路）屋上防水改

良工事
入札見積締切日時 2014年11月19日 17時00分

開札日時 2014年11月20日 9時46分

予定価格 22,388,400円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生地内

業種 3900 防水

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社海野塗装工業

所在地 東京都福生市武蔵野台一丁目４番地７

落札金額 20,180,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社海野塗装工業 20,180,000円 落札

2 株式会社原美装 20,730,000円

3 株式会社マルリョウ

辞退

4 株式会社船戸建装

辞退

5 有限会社昭和防水工事

辞退

6 株式会社平田建装

辞退

7 有限会社秋元

辞退

備考 【概要】
屋上防水改良　209㎡
樋改修　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格18,316,000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 2014-00377 件名

内部発注番号 42600000004563
各小中学校植木剪定委託入札見積締切日時 2014年11月19日 17時00分

開札日時 2014年11月20日 9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９箇所

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 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 2,420,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社英造園 2,420,000円 落札

2 株式会社丸松造園 2,560,000円

3 興國緑化株式会社 2,580,000円

4 有限会社福生造園 2,580,000円

5 株式会社東造園緑化 2,590,000円

備考 【概要】
植木剪定　一式
剪定枝廃棄工　一式
 
福生市内小中学校　10校
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00373 件名

内部発注番号 42600000004574
加美排水区画雨水管渠等調査委託入札見積締切日時 2014年11月19日 17時00分

開札日時 2014年11月20日 9時56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 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 2,350,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 2,350,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 2,500,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 2,500,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 2,570,000円

5 株式会社プランニングマップ 2,800,000円

備考 【概要】
加美排水区画において道路事業建設時に雨水排水用管渠（暫定管）として埋設した管渠等を、現行の事業認可と整合をとり
、整備するための調査であることから、暫定管等を調査する。
対象面積24.60ha
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00376 件名

内部発注番号 42600000004655
市道第196号線改良工事入札見積締切日時 2014年11月19日 17時00分

開札日時 2014年11月20日 10時00分

予定価格 1,815,480円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

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 株式会社塩田組

所在地 東京都福生市福生２０３３番地

落札金額 1,650,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社塩田組 1,650,000円 落札

2 多摩ライン株式会社

辞退

3 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

4 有限会社麻生マーク

辞退

5 東山建設株式会社

辞退

備考 【概要】
狭あい道路の整備を行う。
施工延長　L=24.53ｍ
L形側溝工250A　L=31.9ｍ
L形側溝用集水ます工　３箇所
取付管工　3.3ｍ
汚水人孔調整　２箇所　アスファルト舗装工　76.71㎡
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00380 件名

内部発注番号 42600000004657
市道第264号線外１路線改良工事入札見積締切日時 2014年11月19日 17時00分

開札日時 2014年11月20日 10時06分

予定価格 1,686,960円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

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 株式会社塩田組

所在地 東京都福生市福生２０３３番地

落札金額 1,530,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社塩田組 1,530,000円 落札

2 鈴島建設株式会社 1,562,000円

3 多摩ライン株式会社

辞退

4 有限会社麻生マーク

辞退

5 東山建設株式会社

辞退

備考 【概要】
施工延長　70.4ｍ　施工幅員　0.6〜1.1ｍ
アスファルト舗装工　64㎡
L型側溝設置工（250A　切下げ部）36.2ｍ
L型側溝設置工（250A　一般部）2.8ｍ
 
※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 2014-00371 件名

内部発注番号 42600000004476
福生駅東口観光案内板書替委託入札見積締切日時 2014年11月19日 17時00分

開札日時 2014年11月20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 東京都福生市東町４番地８

営業種目１ 024 標識・看板等 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 株式会社武揚堂

所在地 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号

落札金額 410,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社武揚堂 410,000円 落札

2 株式会社サイン工房大野屋 645,000円

3 株式会社日高ネオン

不参

4 有限会社ホリエ看板店

不参

備考 福生市東口観光案内板の書き替え
【概要】
案内板数：１箇所
委託内容：既存表示面の剥離
　　　　　新規表示面のデザイン及び貼付
　　　　　躯体部分の補修
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00374 件名

内部発注番号 42600000004552
福生第二中学校給食用設備整備工事設計委託入札見積締切日時 2014年11月19日 17時00分

開札日時 2014年11月20日 10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 1,980,000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 1,980,000円 落札

2 株式会社タマ建築設計事務所 2,080,000円

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 2,600,000円

4 株式会社セット設計事務所 2,700,000円

5 株式会社楠山設計 4,500,000円

備考 【概要】
設計業務　一式
積算業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。


