
予定価格

落札金額

750,000

4,280,000

2,948,000

1,900,000

3,900,000

1,620,000

1,997,770

23,160,000

984,716

984,200

8,000,000

5,094,000

2,450,000

20,424,000

19,800,000

1,680,000

2,444,000

2,380,000

1,840,000

※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。

平成26年4月17日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1
廃棄物処理委託（オイルド
レーン等清掃）

㈱加藤商事西多摩支店 5 1

2 公用車（軽自動車）購入 森田自動車 6 1

3 高齢者認知証予防事業委託 ㈱ルネサンス 6 1

4 中央図書館公用車購入 中西モータース 5 1

5
高齢者筋力向上トレーニング
事業委託

㈲ハイライフサポート 6 1

6 中央図書館防犯カメラ借上
㈱日立ビルシステム東
京総支社

5 1

7
高齢者口腔機能向上・栄養改
善指導委託

㈱ルネサンス 6 1

8 庁舎電話機等借上 日通商事㈱東京支店 9 1

9
子育て世帯臨時特例給付金給
付業務委託

マンパワーグループ㈱ 5 1

10 ごみ・資源分別一覧印刷製本 不二オフセット㈱ 5 1

11
福生南部第１処理分区・中央
排水区H26その１設計委託

㈱ファースト設計福生
営業所

6 1

12
福生第一中学校プール循環装
置改良工事

ミウラ化学装置㈱東京
支店

6 1 事前公表案件

㈱フィールドテクノシステ
ム

5
自動車騒音調査及び自動車騒
音公害面的評価事業委託

117

13
福生南部第１処理分区・中央
排水区H26その１工事

㈱第一建設 7 1 事前公表案件

5 1

14
市道幹線Ⅱ-10号線（銀座通
り）改良工事

6 1 不調

16
福生第一小学校及び第三中学
校プール給湯器取替工事

㈱桑林工業所 4 1 事前公表案件

15 公害関係分析委託
エヌエス環境㈱東京営
業所



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00168 件名

内部発注番号 42600000000402
廃棄物処理委託（オイルドレーン等清掃）入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17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 750,000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 750,000円 落札

2 株式会社スイーピングサービス 800,000円

3 有限会社常盤組 850,000円

4 株式会社太陽油化 880,000円

5 株式会社ハチオウ

辞退

備考 【概要】
リサイクルセンター工場内のオイルドレーン等を高圧洗浄し、槽にたまった汚泥を汚泥吸引車により吸引し、産業廃棄物とし
て適正な方法により処理する。（年２回実施）
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00203 件名

内部発注番号 42600000000529
公用車（軽自動車）購入入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17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 森田自動車

所在地 東京都福生市熊川743番地

落札金額 4,280,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 森田自動車 4,280,000円 落札

2 有限会社村野モータース 4,300,000円

3 中西モータース 4,350,000円

4 フジミ自動車興業株式会社 4,380,000円

5 三七三自動車商会 4,400,000円

6 株式会社交運社 4,400,000円

備考 【概要】
軽自動車４台　４人乗り
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00179 件名

内部発注番号 42600000000509
高齢者認知症予防事業委託入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17日 9時10分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市の指定した施設

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 株式会社ルネサンス

所在地 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号両国シティコア３階

落札金額 2,948,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ルネサンス 2,948,000円 落札

2 有限会社ハイライフサポート 3,940,000円

3 東京体育機器株式会社 4,450,000円

4 株式会社コアラ体育サービス 4,480,000円

5 株式会社ワコーインターナショナル 4,498,000円

6 シンコースポーツ株式会社 西東京支店 4,680,000円

備考 【概要】
一次予防事業対象者及び二次予防事業対象者に対する介護予防のための認知症予防プログラムを実施。
１クールあたりの単価契約とし、一次予防事業対象者３クール（消費税課税）及び二次予防事業対象者２クール（消費税非課
税）を予定。
 
※５クール分の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 2014-00204 件名

内部発注番号 42600000000551
中央図書館公用車購入入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17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 中西モータース

所在地 東京都福生市東町１３番地１２

落札金額 1,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 中西モータース 1,900,000円 落札

2 森田自動車 1,930,000円

3 有限会社村野モータース 1,950,000円

4 三七三自動車商会 1,980,000円

5 フジミ自動車興業株式会社 1,990,000円

備考 【概要】
ミッション：４速オートマチック
必須機能：エアコン、AM/FMラジオ、パワーステアリング、パワードロック
エンジン：無鉛レギュラーガソリン
乗車定員：３人／６人　駆動形式：２WD　ドア数：５ドア　ほか
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00178 件名

内部発注番号 42600000000510
高齢者筋力向上トレーニング事業委託入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17日 9時20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の指定した施設

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 有限会社ハイライフサポート

所在地 神奈川県川崎市多摩区三田三丁目２番地６－１０６

落札金額 3,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ハイライフサポート 3,900,000円 落札

2 株式会社ワコーインターナショナル 4,198,000円

3 シンコースポーツ株式会社 西東京支店 4,464,000円

4 株式会社デサント 東京オフィス

辞退

5 セントラルスポーツ株式会社 介護予防事業部

辞退

6 株式会社コナミスポーツ＆ライフ

不参

備考 【概要】
一次予防事業対象者及び二次予防事業対象者に対する介護予防のための機能訓練。
１クールあたりの単価契約とし、一次予防事業対象者４クール（消費税課税）及び二次予防事業対象者２クール（消費税非課
税）を予定。
 
※６クール分の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 2014-00205 件名

内部発注番号 42600000000552
中央図書館防犯カメラ借上入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17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 株式会社日立ビルシステム 東京総支社

所在地 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号

落札金額 1,620,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社日立ビルシステム 東京総支社 1,620,000円 落札

2 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 1,668,000円

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 東洋通信工業株式会社

辞退

5 神田通信機株式会社 立川支店

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
　・カメラ５台
　・ハードディスクレコーダー１台
　・液晶モニター２台
　・映像分配器　回線は単独回線とする。　ほか
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00180 件名

内部発注番号 42600000000508
高齢者口腔機能向上・栄養改善指導委託入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17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 東京都福生市福生市が指定する施設

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 株式会社ルネサンス

所在地 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号両国シティコア３階

落札金額 1,997,770円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ルネサンス 1,997,770円 落札

2 有限会社ハイライフサポート 2,496,000円

3 株式会社コアラ体育サービス 3,712,000円

4 シンコースポーツ株式会社 西東京支店 3,960,000円

5 株式会社ワコーインターナショナル 3,980,000円

6 株式会社城西企業 調布支店 4,130,000円

備考 【概要】
二次予防事業対象高齢者及び一次予防事業対象高齢者に対する
介護予防のための高齢者口腔機能向上・栄養改善指導。
１クールあたりの単価契約とし、一次予防事業対象者３クール（消費税課税）
及び二次予防事業対象者２クール（消費税非課税）を予定。
 
※５クール分の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 2014-00206 件名

内部発注番号 42600000000583
庁舎電話機等借上入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17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 日通商事株式会社 東京支店

所在地 東京都港区海岸一丁目１４番２２号

落札金額 23,160,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日通商事株式会社 東京支店 23,160,000円 落札

2 ＪＡ三井リース株式会社 23,880,000円

3 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

4 三菱ＵＦＪリース株式会社 立川支店

辞退

5 芙蓉総合リース株式会社

辞退

6 東京センチュリーリース株式会社

辞退

7 協立情報通信株式会社

辞退

8 神田通信機株式会社 立川支店

辞退

9 東日本電信電話株式会社 ビジネス＆オフィス
営業推進本部 辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
　既設電話機等の老朽化に伴う同設備の更改
　IP多機能電話機 238台
　電話交換機　　 1台　　等
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00182 件名

内部発注番号 42600000000533
子育て世帯臨時特例給付金給付業務委託入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17日 9時45分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市本町５番地（福生市役所子ども家庭部子育て支援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 984,716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 984,716円 落札

2 株式会社シグマスタッフ 1,009,120円

3 テンブロス株式会社 新宿オフィス 1,172,360円

4 株式会社グローバルスタッフ 人材サービス部

不参

5 ヒューマンリソシア株式会社

不参

備考 【概要】
子育て世帯臨時特例給付金給付事務データ入力
　入力作業員労働者派遣　２名
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00207 件名

内部発注番号 42600000000530
ごみ・資源分別一覧印刷製本入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17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 東京都福生市市の指定する場所

営業種目１ 101 印刷 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 不二オフセット株式会社

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原５番地７

落札金額 984,200円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 不二オフセット株式会社 984,200円 落札

2 有限会社セイビ印刷所 1,097,440円

3 社会福祉法人あかつきコロニー 1,102,000円

4 有限会社真和堂

不参

5 有限会社あっぷ印刷工房

不参

備考 【概要】
冊　数　　38,000冊
規　格　　Ａ４判　40ページ
原　稿　　電子データ渡し
用紙等　　本文　再生紙　上質35Ｋ、古紙配合率70％に近づけた再生紙
製　本　　中とじ
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00183 件名

内部発注番号 42600000000549
福生南部第１処理分区・中央排水区Ｈ26その１設

計委託
入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17日 9時55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 8,000,000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 8,000,000円 落札

2 有限会社三友測量設計 福生営業所 8,180,000円

3 株式会社ふくみ 8,250,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 8,300,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 8,400,000円

6 株式会社プランニングマップ 8,650,000円

備考 【概要】
管付設及び人孔設置工　汚水管φ250　Ｌ＝119.70ｍ　１号人孔　６基
　　　　　　　　　　　雨水管φ450　Ｌ＝118.75ｍ　１号人孔　７基
　　　　　　　　　　　　　　φ600　Ｌ＝ 14.47ｍ　２号人孔　１基
取付管工　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00197 件名

内部発注番号 42600000000557
福生第一中学校プール循環装置改良工事入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17日 10時50分

予定価格 5,501,520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845番地

業種 4500 水処理装置

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 ミウラ化学装置株式会社 東京支店

所在地 東京都豊島区北大塚二丁目１７番１０号

落札金額 2,450,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ミウラ化学装置株式会社 東京支店 2,450,000円 落札

2 城山産業株式会社 4,000,000円

3 フジカ濾水機株式会社 4,720,000円

4 株式会社アクアプロダクト アクア事業部 4,900,000円

5 理水化学株式会社 東京支店 5,094,000円

6 株式会社三進ろ過工業 東京営業所 5,094,000円

備考 【概要】
珪藻土ろ過装置（全自動・ろ過能力60ｍ3／ｈ）　１台
既設撤去 一式
 
※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 2014-00198 件名

内部発注番号 42600000000558
福生南部第１処理分区・中央排水区Ｈ26その１工

事
入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17日 10時06分

予定価格 22,057,920円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市志茂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 19,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社第一建設 19,800,000円 落札

2 鈴島建設株式会社 20,000,000円

3 成友興業株式会社 福生営業所 20,300,000円

4 株式会社島田組 福生営業所 20,424,000円

5 株式会社塩田組

辞退

6 東山建設株式会社

辞退

7 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

辞退

備考 【概要】
管付設及び人孔設置工　汚水管φ250　Ｌ＝119.70ｍ　１号人孔　６基
　　　　　　　　　　　雨水管φ450　Ｌ＝118.75ｍ　１号人孔　７基
　　　　　　　　　　　　　　φ600　Ｌ＝ 14.47ｍ　２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17,654,000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 2014-00199 件名

内部発注番号 42600000000567
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4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17日 10時22分

予定価格 6,012,360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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社麻生マーク

辞退

2 株式会社第一建設

辞退

3 株式会社島田組 福生営業所

辞退

4 東山建設株式会社

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 予定価格超過

無効

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220㎡
Ｂタイプ100㎡
人孔廻り補修工　8箇所
 
※予定価格事前公表案件
※打ち切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00200 件名

内部発注番号 42600000000589
公害関係分析委託入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17日 10時20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１ 122 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 エヌエス環境株式会社 東京営業所

所在地 東京都港区西新橋三丁目２４番９号

落札金額 1,680,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 エヌエス環境株式会社 東京営業所 1,680,000円 落札

2 株式会社上総環境調査センター 東京営業所 2,100,000円

3 株式会社環境管理センター 東京支社 2,270,000円

4 株式会社環境技術研究所

辞退

5 株式会社エムケイサイエンス

不参

備考 【概要】
水質・大気等について分析業務を委託する。
1、多摩川合同採水分析　2、浮遊粉じん分析　3、燃料油分析「硫黄濃度」
4、大気汚染分析「二酸化窒素」　5、工場排水分析　6、地下水汚染調査「井戸水」
7、河川水質調査　8、雨水管水質調査「横田基地分」
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00201 件名

内部発注番号 42600000000594
福生第一小学校及び第三中学校プール給湯器取

替工事
入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17日 10時42分

予定価格 2,639,520円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市福生1055番地外１箇所

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 株式会社桑林工業所

所在地 東京都福生市志茂２００番地

落札金額 2,380,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社桑林工業所 2,380,000円 落札

2 安藤設備株式会社 2,400,000円

3 株式会社森田工業所 2,400,000円

4 株式会社吉田工務店 2,410,000円

備考 【概要】
第一小学校　マルチ給湯器４台取替
第三中学校　マルチ給湯器４台取替
 
※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 2014-00202 件名

内部発注番号 42600000000595
自動車騒音調査及び自動車騒音公害面的評価事

業委託
入札見積締切日時 2014年4月16日 17時00分

開札日時 2014年4月17日 10時27分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市内

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 株式会社フィールドテクノシステム

所在地 東京都調布市仙川町一丁目１６番地－１号

落札金額 1,840,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社フィールドテクノシステム 1,840,000円 落札

2 株式会社総合環境計画 東京支社 2,500,000円

3 エヌエス環境株式会社 東京営業所 3,650,000円

4 株式会社新環境分析センター 関東営業所 3,820,500円

5 ムラタ計測器サービス株式会社 東京支店 4,500,000円

備考 【概要】
騒音規制法第17条及び第18条に基づき、福生市内における道路交通騒音の継続的監視として、幹線道路の自動車騒音等
の状況について調査を実施する。
 
※入札価格は税抜きです。


