
予定価格

落札金額

98,046,000

88,241,400

54,904,000

47,300,000

29,900,000

830,000

8,245,000

8,000,000

2,158,200

7,385,000

7,300,000

1,188,000

11,500,000

3,400,000

1,522,000

1,500,000

1,560,000

1,400,000

1,700,000

2,100,000

1,200,000

962,900

1,450,000

780,000

1,070,000

1,600,000

525,000

16 各小・中学校ガラス清掃委託 ㈱ケイ・エス 5 2 不調随契

15
福生第一中学校校庭改良工事設計
委託

㈱アース設計コンサルタント 5 1

5 1

14
福祉センター設備劣化診断調査委
託

㈱京和建築事務所 5 2 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。

12 道路標示設置その２工事 ㈱ミズホライン 5 1 事前公表案件

13
福生第二小学校体育館非構造部材
落下防止対策工事設計委託

㈱土屋建築研究所

21 天井ダクト等清掃委託 ㈱須田ビルメンテナンス 4 1

20
各小・中学校建築設備定期検査報
告書及び特殊建築物定期調査報告
書作成委託

㈱京和建築事務所 5 1

19
福生駅ペデストリアンデッキ改良
工事設計委託

㈱京和建築事務所 5 2 不調随契

18 中央体育館植木剪定委託 ㈲英造園 5 1

17 松林会館冷暖房空調設備修繕 ムサシノアロー㈱ 5 1

11 中央体育館便所改良工事 ㈱森田工業所 5 1 事前公表案件

10 多摩川堤防沿桜管理委託 ㈱丸松造園 7 1

9 地籍調査委託 国際測地㈱ 福生営業所 6 3

8 さくら会館防犯カメラ借上 ㈱セキュリティハウス西東京 5 1

7
第二市営住宅Ａ棟エレベーター設
置及びＡＢ棟外壁改良工事（給排
水衛生設備）

㈱桑林工業所 6 1 事前公表案件

6 折りたたみテーブル購入 ㈱ヒノデン 福生支店 5 1

5
第二市営住宅Ａ棟エレベーター設
置及びＡＢ棟外壁改良工事（電気
設備）

㈲アクティブ電設 7 1 事前公表案件

4
福生三小　ティンパニ購入（楽器
備品）

㈱鈴木楽器店 5 1

3
福生市下水道事業公営企業会計移
行支援業務委託

㈱アスコ大東 東京本社営業部 9 1

2
立川第２排水区整備工事（第２工
区）

土屋建設㈱ 6 1 事前公表案件

1
第二市営住宅Ａ棟エレベーター設
置及びＡＢ棟外壁改良工事（建
築）

㈱長井工務店 5 1 事前公表案件

平成28年６月16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 2016-00257 件名

内部発注番号 650
立川第２排水区整備工事（第２工区）入札見積締切日時 2016年6月15日 17時00分

開札日時 2016年6月16日 9時10分

予定価格 59,296,320円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川1616～1620番地先

業種 0500 下水道施設工事

入札方式 01 一般競争入札

落札者 商号又は名称 土屋建設株式会社

所在地 東京都あきる野市平沢７８１番地１

落札金額 47,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 土屋建設株式会社 47,300,000円 落札

2 鈴島建設株式会社 54,800,000円

3 木本建興株式会社 八王子支店

辞退

4 株式会社飯田土建

辞退

5 株式会社高丘組

辞退

6 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

備考 【概要】
雨水管φ700　 22.58ｍ
　　　φ600　128.18ｍ
　　　φ450　 95.57ｍ
雨水人孔設置　１号人孔　２基
　　　　　　　２号人孔　５基
付帯工　１式
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格47,080,000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 2016-00281 件名

内部発注番号 1161
福生三小　ティンパニ購入（楽器備品）入札見積締切日時 2016年6月15日 17時00分

開札日時 2016年6月16日 9時27分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地

営業種目１ 003 学校教材・運動用品・楽器 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 株式会社鈴木楽器店

所在地 東京都町田市原町田六丁目１１番７号

落札金額 830,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社鈴木楽器店 830,000円 落札

2 株式会社かたばみ楽器 853,500円

3 有限会社宮崎楽器 864,950円

4 株式会社下倉楽器 八王子店 878,000円

5 株式会社宮地商会 小金井支店

不参

備考 【概要】
ティンパニ　４台
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00282 件名

内部発注番号 1178
折りたたみテーブル購入入札見積締切日時 2016年6月15日 17時00分

開札日時 2016年6月16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 東京都福生市熊川95番地　熊川住宅自治会集会所　外31箇所

営業種目１ 004 什器・家具 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 株式会社ヒノデン 福生支店

所在地 東京都福生市福生６６０番５号奥田マンション１階Ａ－１０５号

落札金額 2,158,200円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヒノデン 福生支店 2,158,200円 落札

2 株式会社ツクモ商事 2,217,600円

3 有限会社いずみ堂 2,243,340円

4 有限会社メディア・ワールド 2,277,000円

5 いさみや 2,303,400円

備考 【概要】
折りたたみテーブル　66台
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00283 件名

内部発注番号 1035
さくら会館防犯カメラ借上入札見積締切日時 2016年6月15日 17時00分

開札日時 2016年6月16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 東京都福生市牛浜163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 株式会社セキュリティハウス西東京

所在地 東京都八王子市高倉町７番１０号

落札金額 1,188,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社セキュリティハウス西東京 1,188,000円 落札

2 東洋通信工業株式会社 1,335,600円

3 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 2,220,000円

4 株式会社日立ビルシステム 東京総支社 2,700,000円

5 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社 辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
監視カメラ　（１）昼夜対応で夜間撮影も可能なもの
　　　　　　（２）撮影角度は、90度以上
　　　　　　（３）カメラ（設置台付）一般カメラ７台　画素数３８万画素程度
　　　　　　　　　・センサー付き照明（時間設定できるもの）６台
記録装置　１台
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00288 件名

内部発注番号 1003
多摩川堤防沿桜管理委託入札見積締切日時 2016年6月15日 17時00分

開札日時 2016年6月16日 10時05分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園一丁目先から北田園二丁目先

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 株式会社丸松造園

所在地 東京都福生市志茂56番地

落札金額 3,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社丸松造園 3,400,000円 落札

2 興國緑化株式会社 3,500,000円

3 立山産業株式会社 3,530,000円

4 株式会社共進造園 3,570,000円

5 有限会社村尾造園土木 3,600,000円

6 有限会社福生造園 3,650,000円

7 有限会社英造園 3,680,000円

備考 【概要】
樹木管理工
　軽剪定63本、不要枝剪定162本、大枝切除１本、基本剪定11本、支障枝剪定１本、伐採４本、施肥１本
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00290 件名

内部発注番号 854
道路標示設置その２工事入札見積締切日時 2016年6月15日 17時00分

開札日時 2016年6月16日 10時15分

予定価格 1,684,800円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生地内外

業種 7500 道路標示塗装

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社ミズホライン

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原１番地４

落札金額 1,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ミズホライン 1,400,000円 落札

2 三協ライン株式会社 1,412,000円

3 多摩ライン株式会社 1,423,000円

4 株式会社アシスタ 1,435,000円

5 有限会社麻生マーク 1,458,000円

備考 【概要】
道路標示（外側線外）を設置する。
 
外側線　幅15ｃｍ白　1,897.7ｍ
 
その他道路標示　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 2016-00292 件名

内部発注番号 1047
福祉センター設備劣化診断調査委託入札見積締切日時 2016年6月15日 17時00分

開札日時 2016年6月16日 13時12分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園二丁目13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 2,100,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社京和建築事務所 2,500,000円 2,300,000円 不調随契2,100,000円

2 株式会社タマ建築設計事務所 3,000,000円

辞退

3 株式会社楠山設計 8,000,000円

辞退

4 有限会社ティエム建築デザイン研究所 2,700,000円

辞退

5 株式会社佐藤総合計画

辞退 ＊＊

備考 【概要】
設備劣化診断調査　一式
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00294 件名

内部発注番号 1116
各小・中学校ガラス清掃委託入札見積締切日時 2016年6月15日 17時00分

開札日時 2016年6月16日 13時33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１ 103 建物清掃 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 株式会社ケイ・エス

所在地 東京都立川市柏町二丁目５０番地の４

落札金額 962,900円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社ケイ・エス 995,000円 980,000円 不調随契962,900円

2 株式会社マルデンコーポレーション 西多摩支
店

1,190,000円

辞退

3 株式会社エム・シー・スタッフ 1,170,000円

辞退

4 株式会社須田ビルメンテナンス 1,112,000円

辞退

5 株式会社三友 1,250,000円

辞退

備考 【概要】
各小中学校建物外側サッシの内外ガラス面のゴミ、汚れを落とし清掃する。
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00296 件名

内部発注番号 1180
中央体育館植木剪定委託入札見積締切日時 2016年6月15日 17時00分

開札日時 2016年6月16日 10時45分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園二丁目９番地１

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 780,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社英造園 780,000円 落札

2 株式会社イクプランニング 830,000円

3 有限会社村尾造園土木 840,000円

4 有限会社福生造園 870,000円

5 株式会社共進造園 880,000円

備考 【概要】
中央体育館敷地内の高木・中木の剪定及び芝生地の芝刈りを委託して行うもの。
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00298 件名

内部発注番号 1216
各小・中学校建築設備定期検査報告書及び特殊

建築物定期調査報告書作成委託
入札見積締切日時 2016年6月15日 17時00分

開札日時 2016年6月16日 10時57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 1,600,000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 1,600,000円 落札

2 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,650,000円

3 株式会社古賀建築事務所 1,800,000円

4 株式会社タマ建築設計事務所 1,920,000円

5 モリタ構造設計室 2,500,000円

備考 【概要】
建築設備定期検査報告書作成
特殊建築物定期調査報告書作成等
 
※入札価格は税抜きです。




