
予定価格

落札金額

50,935,000

59,806,000

74,250,000

97,986,000

6,783,000

6,105,000

23,618,000

22,980,000

22,784,000

21,000,000

44,786,000

41,180,000

20,002,000

18,950,000

2,800,000

4,100,000

12,500,000

7,613,000

7,430,000

597,672

2,021,550

1,630,000

1,880,000

950,000

※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。

17
福生第一中学校プール改良工事設
計委託

新井設計㈱ 5 1

16 公用車（軽自動車）購入 三七三自動車商会 6 1

15 市営住宅内装改良工事（その１） ㈲ルミエール・シバタ 5 1 事前公表案件

14 自由広場備品等移転委託 西多摩運送㈱ 5 1

13
福生第三中学校便所改良及び給水
施設改良工事（電気設備）

㈲日福電設 7 1 事前公表案件

12
福生市流域関連公共下水道事業計
画変更認可業務委託

㈱アスコ 東京本社　東日本営業
部

7 1

11
中央排水区Ｈ27その２工事設計委
託

㈱ファースト設計 福生営業所 6 2

10
地域福祉計画・バリアフリー推進
計画改定委託

㈱名豊 6 1

9 福生第五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
福生第三中学校便所改良及び給水
施設改良工事（給排水衛生設備）

㈱開成 9 1 事前公表案件

7
福生第一小学校外１箇所体育館非
構造部材落下防止対策工事（電気
設備）

宮崎電気㈱ 7 1 事前公表案件

6
福生第七小学校外１箇所体育館非
構造部材落下防止対策工事（電気
設備）

㈲アクティブ電設 7 1 事前公表案件

5
福生南部第１処理分区Ｈ27その１
工事

鈴島建設㈱ 6 1 事前公表案件

4
電算機借上（小学校管理職用、校
務用パソコン及び図書室用パソコ
ン等）

日立キャピタル㈱ 11 1

3
福生第七小学校外１箇所体育館非
構造部材落下防止対策工事（建
築）

3 1
事前公表案件
不調

2
福生第一小学校外１箇所体育館非
構造部材落下防止対策工事（建
築）

4 1
事前公表案件
不調

1
福生第三中学校便所改良及び給水
施設改良工事（建築）

2 1
事前公表案件
不調

平成27年５月21日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00195 件名

内部発注番号 42700000000583
福生第三中学校便所改良及び給水施設改良工事

（建築）
入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21日 9時04分

予定価格 55,009,800円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園三丁目１番地１

業種 0700 建築工事

入札方式 01 一般競争入札

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 扶桑建設株式会社

辞退

2 株式会社島田組 福生営業所

辞退

備考 【概要】
便所改良・・・189㎡
（東側便所４か所　西側便所２か所）
渡り廊下段差改良工事一式
給水直結化に伴う内装工事及び仮設工事一式
 
※予定価格事前公表案件
※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 2015-00237 件名

内部発注番号 42700000000602
福生第一小学校外１箇所体育館非構造部材落下

防止対策工事（建築）
入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21日 9時14分

予定価格 64,590,480円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1055番地外１箇所

業種 0700 建築工事

入札方式 01 一般競争入札

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 Ｙ・Ｋ・Ｎ株式会社 府中営業所

辞退

2 扶桑建設株式会社

辞退

3 豊友建設株式会社

辞退

4 株式会社島田組 福生営業所

辞退

備考 【概要】
天井改修　　一小・・・619㎡　
　　　　　　六小・・・523㎡
ガラス改修　一小・・・飛散防止フィルム張り180㎡　ガラス入れ替え 12.8㎡
　　　　　　六小・・・飛散防止フィルム張り7.6㎡　ガラス入れ替え131.5㎡
既存ダクト保温・振止取付・・・一式
バスケットゴール耐震化　等
 
※予定価格事前公表案件
※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 2015-00238 件名

内部発注番号 42700000000624
福生第七小学校外１箇所体育館非構造部材落下

防止対策工事（建築）
入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21日 9時23分

予定価格 80,190,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園一丁目１番地１外１箇所

業種 0700 建築工事

入札方式 01 一般競争入札

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 扶桑建設株式会社

辞退

2 豊友建設株式会社

辞退

3 株式会社島田組 福生営業所

辞退

備考 【概要】
天井改修　　七小・・・614㎡
　　　　　　一中・・・862㎡
ガラス改修　七小・・・ガラス取替え　128㎡
　　　　　　一中・・・飛散防止フィルム貼　119㎡
既存ダクト保温、振止取付　一式
バスケットゴール耐震化　等
 
※予定価格事前公表案件
※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 2015-00257 件名

内部発注番号 42700000000808
電算機借上（小学校管理職用、校務用パソコン及

び図書室用パソコン等）
入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21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 東京都福生市市内小中学校

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 日立キャピタル株式会社

所在地 東京都港区西新橋一丁目３番１号

落札金額 97,986,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日立キャピタル株式会社 97,986,000円 落札

2 富士通リース株式会社 98,016,000円

3 芙蓉総合リース株式会社 98,850,000円

4 株式会社ＪＥＣＣ 99,354,000円

5 日通商事株式会社 東京支店 99,999,000円

6 昭和リース株式会社 101,010,000円

7 リコーリース株式会社 105,300,000円

8 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

9 富士電機ＩＴソリューション株式会社

辞退

10 株式会社大塚商会 LA事業部公共グループ

不参

11 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会
社 首都圏支社 不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
小学校教員用校務用パソコン　168台　管理職用パソコン　14台　インターネット用パソコン　14台　図書室用パソコン　14台　
授業用パソコン　14台
その他カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンター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 2015-00253 件名

内部発注番号 42700000000774
福生南部第１処理分区Ｈ27その１工事入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21日 9時34分

予定価格 7,325,640円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市志茂38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 6,105,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 鈴島建設株式会社 6,105,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 6,390,000円

3 成友興業株式会社 福生営業所 6,400,000円

4 株式会社田村工務店 6,670,000円

5 株式会社第一建設

辞退

6 株式会社島田組 福生営業所

辞退

備考 【概要】
管付設及び人孔設置工　汚水管φ200　Ｌ＝94.73ｍ　１号人孔　３基
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小型人孔　１基
取付管工　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　　一式
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00260 件名

内部発注番号 42700000000743
福生第七小学校外１箇所体育館非構造部材落下

防止対策工事（電気設備）
入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21日 9時43分

予定価格 25,507,440円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園一丁目１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 有限会社アクティブ電設

所在地 東京都福生市北田園二丁目１４番地５

落札金額 22,980,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社アクティブ電設 22,980,000円 落札

2 有限会社小林電業 23,000,000円

3 宮崎電気株式会社 23,000,000円

4 有限会社日福電設 23,155,000円

5 ホーエイ電設株式会社 23,260,000円

6 有限会社モリヤ電気 23,468,000円

7 株式会社細谷電機 23,500,000円

備考 【概要】
 LED高天井用器具2000形（直付型）新設　七小・・・30台
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　一中・・・30台
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格21,011,000円（税抜き）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00259 件名

内部発注番号 42700000000742
福生第一小学校外１箇所体育館非構造部材落下

防止対策工事（電気設備）
入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21日 9時51分

予定価格 24,606,720円

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 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 21,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 宮崎電気株式会社 21,000,000円 落札

2 有限会社アクティブ電設 21,200,000円

3 株式会社細谷電機 21,280,000円

4 ホーエイ電設株式会社 21,350,000円

5 有限会社小林電業 21,500,000円

6 有限会社モリヤ電気 21,700,000円

7 有限会社日福電設 21,750,000円

備考 【概要】
ＬＥＤ高天井用器具2000形（直付型）新設　一小・・・30台
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六小・・・30台
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格20,260,000円(税抜き)
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00262 件名

内部発注番号 42700000000745
福生第三中学校便所改良及び給水施設改良工事

（給排水衛生設備）
入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21日 10時06分

予定価格 48,368,880円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園三丁目1番地１

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 株式会社開成

所在地 東京都羽村市栄町二丁目２２番地の２

落札金額 41,180,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社開成 41,180,000円 落札

2 田中工業株式会社 42,500,000円

3 羽村設備株式会社 42,700,000円

4 八重洲工業株式会社 44,780,000円

5 株式会社桑林工業所 44,786,000円

6 有限会社加藤設備

最低制限未満

7 株式会社青和施設工業所

最低制限未満

8 東京環境プラント株式会社

辞退

9 株式会社森田工業所

辞退

備考 【概要】
便所改良　189㎡
（東側便所４箇所　西側便所２箇所）
渡り廊下段差改良、給水直結化に伴う
給排水衛生設備工事一式
 
※予定事前公表案件
※最低制限価格40,308,000円(税抜き)
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00255 件名

内部発注番号 42700000000746
福生第五小学校校庭改良工事入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21日 9時57分

予定価格 21,602,160円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園一丁目２番地２

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 18,950,000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 18,950,000円 落札

2 スポーツマテリアル株式会社 19,400,000円

3 多摩スポーツ施設株式会社 19,500,000円

4 生涯スポーツ建設株式会社 東京支店 19,700,000円

5 株式会社富士グリーンテック 東京支店 19,900,000円

6 日勝スポーツ工業株式会社 西東京支店 19,900,000円

7 菊池建設株式会社

辞退

備考 【概要】
天然芝舗装工事　561㎡
グランド不陸修正工事　5,395㎡
給水工事　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18,001,000円(税抜き)
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00256 件名

内部発注番号 42700000000737
地域福祉計画・バリアフリー推進計画改定委託入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21日 10時14分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町5番地

営業種目１ 190 その他の業務委託等 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 123 都市計画・交通関係調査業務 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 株式会社名豊

所在地 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号

落札金額 2,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社名豊 2,800,000円 落札

2 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究
所

3,080,000円

3 株式会社コモン計画研究所 3,200,000円

4 株式会社協和コンサルタンツ 東京支店 4,850,000円

5 株式会社ケー・シー・エス 東京支社

辞退

6 株式会社都市設計工房

不参

備考 【概要】
５年を一期とする福生市地域福祉計画及び福生市バリアフリー推進計画を策定するため、必要な事務作業を委託する。
成果品　各計画とも、Ａ4版・１色刷り・ＳＰコード入り、計画書300部、概要版300部
データー一式（ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体）
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00263 件名

内部発注番号 42700000000802
中央排水区Ｈ27その２工事設計委託入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21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 東京都福生市熊川90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 4,100,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社ファースト設計 福生営業所 4,400,000円 4,100,000円 落札

2 有限会社三友測量設計 福生営業所 4,630,000円 4,290,000円

3 株式会社ふくみ 4,700,000円 4,300,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 4,680,000円 4,330,000円

5 国際測地株式会社 福生営業所 4,850,000円 4,350,000円

6 株式会社プランニングマップ 4,560,000円 4,360,000円

備考 【概要】
詳細設計　開削工法（内径1200ｍｍ未満）　177ｍ
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 2015-00264 件名

内部発注番号 42700000001093
福生市流域関連公共下水道事業計画変更認可

業務委託
入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21日 10時21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１ 123 都市計画・交通関係調査業務 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 株式会社アスコ 東京本社　東日本営業部

所在地 東京都江東区亀戸二丁目18番10号

落札金額 12,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アスコ 東京本社　東日本営業部 12,500,000円 落札

2 日本水工設計株式会社 東京支社 15,300,000円

3 株式会社フジヤマ 多摩営業所 16,200,000円

4 株式会社日水コン 東京支所 34,000,000円

5 株式会社ＮＪＳ 東京総合事務所 35,000,000円

6 株式会社東京設計事務所 東京支社 35,000,000円

7 株式会社日建技術コンサルタント 東京支社

辞退

備考 【概要】
下水道法事業計画変更認可申請図書作成　一式
都市計画法事業認可申請図書作成　一式
都市計画決定図作成　一式
その他関連業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00261 件名

内部発注番号 42700000000744
福生第三中学校便所改良及び給水施設改良工事

（電気設備）
入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21日 10時30分

予定価格 8,222,040円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園三丁目１番地１

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 7,430,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社日福電設 7,430,000円 落札

2 株式会社細谷電機 7,460,000円

3 有限会社アクティブ電設 7,475,000円

4 ホーエイ電設株式会社 7,520,000円

5 有限会社小林電業 7,536,000円

6 有限会社モリヤ電気 7,540,000円

7 宮崎電気株式会社 7,560,000円

備考 【概要】
便所改良　189㎡
（東側便所４箇所　西側便所２箇所）
渡り廊下段差改良、給水直結化に伴う
給排水衛生設備工事一式
 
※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 2015-00266 件名

内部発注番号 42700000000949
自由広場備品等移転委託入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21日 10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2131番地１外

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 西多摩運送株式会社

所在地 東京都昭島市昭和町一丁目３番２８号

落札金額 597,672円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 西多摩運送株式会社 597,672円 落札

2 北多摩運送株式会社 650,000円

3 多摩運送株式会社 699,000円

4 株式会社日立物流 多摩営業所 790,000円

5 株式会社ロジスポ

不参

備考 【概要】
自由広場詰所等の保管物品を移動するもの
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00267 件名

内部発注番号 42700000000978
市営住宅内装改良工事（その１）入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21日 10時37分

予定価格 2,183,274円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市武蔵野台二丁目13番地外

業種 3600 内装仕上

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社ルミエール・シバタ

所在地 東京都福生市武蔵野台一丁目５番地２６

落札金額 1,630,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ルミエール・シバタ 1,630,000円 落札

2 株式会社水井装備 1,808,875円

3 株式会社平田建装 1,970,000円

4 平田興業株式会社

辞退

5 有限会社秋元

辞退

備考 【概要】
入居者の退去に伴う市営住宅内装改良工事（全７戸）　一式
 
　各戸の現況に応じ、塗装工事、内装工事、クリーニング、その他雑工事を行う。
 
※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 2015-00265 件名

内部発注番号 42700000000980
公用車（軽自動車）購入入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21日 10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１ 010 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 三七三自動車商会

所在地 東京都福生市志茂１０６番地

落札金額 1,880,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 三七三自動車商会 1,880,000円 落札

2 株式会社交運社 1,910,000円

3 有限会社村野モータース 1,920,000円

4 森田自動車 1,930,000円

5 中西モータース 1,940,000円

6 フジミ自動車興業株式会社

不参

備考 【概要】
軽自動車　２台
 
入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00269 件名

内部発注番号 42700000000944
福生第一中学校プール改良工事設計委託入札見積締切日時 2015年5月20日 17時00分

開札日時 2015年5月21日 10時54分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川845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 新井設計株式会社

所在地 東京都青梅市新町二丁目１３番地の７

落札金額 950,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 新井設計株式会社 950,000円 落札

2 株式会社京和建築事務所 1,000,000円

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,100,000円

4 株式会社タマ建築設計事務所 1,100,000円

5 株式会社土屋建築研究所 1,800,000円

備考 【概要】
学校プール改修工事　設計一式
プール用トイレ改修　設計一式
 
※入札価格は税抜きです。


