
予定価格

落札金額

18,435,800

22,044,000

21,600,000

9,008,460

14,654,000

9,800,000

2,323,000

2,280,000

4,350,000

44,791,000

43,480,000

2,766,000

39,900,000

35,910,000

750,000

18,966,000

18,200,000

2,100,000

19,700,000

1,240,800

7,047,000

5,383,000

840,000

11,000,000

6,950,000

2,103,777

2,016,000

4,898,000

4,336,000
22 市営住宅解体除却工事 ㈱アイ・エス・ディー 6 1 事前公表案件

21
電算機借上（小・中学校都事務用
端末及びプリンタ）

富士通リース㈱ 5 1

20 福生市国民保護計画改定委託
ＳＯＭＰＯリスケアマネジメン
ト㈱

6 1

19
福生第五小学校防音機能復旧（復
機）工事設計委託

㈱金子設計 7 1

18
福生第三小学校防音機能復旧（復
機）工事設計委託

㈱京和建築事務所 7 1

17
わかぎり会館、わかたけ会館印刷
機借上

デュプロ㈱多摩営業所 5 1

16 市道第1162号線外３舗装工事 ㈲村尾造園土木 6 1 事前公表案件

15
庁舎・もくせい会館備品購入
（キャビネット外）

㈱ヒノデン福生支店 5 1

14
福祉センター設備改良工事設計委
託

㈱久慈設計東京支社 9 1

13 牛乳保冷庫購入 ㈱アイホー多摩営業所 5 1

12
新扶桑会館整備工事（給排水衛生
設備）

羽村設備㈱ 7 1 事前公表案件

11 中央体育館植木剪定委託 ㈲英造園 5 1

10 新扶桑会館整備工事（空調設備） 日本装芸㈱西東京支店 9 1 事前公表案件

9 防災食育センター自動印刷機借上 日通商事㈱東京支店 5 1

8 新扶桑会館整備工事（電気設備） ホーエイ電設㈱ 9 1 事前公表案件

7
中央排水区H29その２工事設計委託
（市道第1004号線付近）

㈱プランニングマップ 6 1

6
福生第一中学校新校舎便所改良工
事（電気設備）

㈲日福電設 5 1 事前公表案件

5 地籍調査委託 ㈱ふくみ 7 1

4
福生第一中学校新校舎便所改良工
事（給排水衛生設備）

7 1
事前公表案件
不調

3 防災食育センター防災用品購入 ㈱消防弘済会 7 1

2
福生第一中学校新校舎便所改良工
事（建築）

㈱渡辺工務店 7 1 事前公表案件

1 防災用備品購入 ㈱消防弘済会 7 1

平成29年6月15日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考



予定価格

落札金額
件　　　　　　　　　　名 落札業者

入札
者数

入札
回数

備　考

1,180,000

6,500,000

1,024,116

450,000

145,000

669,600

1,050,000

590,400

700,000

690,000

1,550,000

※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。

34 公共施設市民アンケート調査委託
㈱サーベイリサーチセンター営
業企画本部

5 1

33
もくせい会館冷暖房空調設備保守
委託

アートテクノ㈱ 5 1

32 市道第1169号線測量委託 ㈱ふくみ 5 1

31
電算機借上（地域包括支援セン
ターシステムネットワーク機器）

ＮＥＣキャピタルソリューショ
ン㈱

4 1

26 各小・中学校長寿命化調査委託 6 1 不調

25 各小・中学校ガラス清掃委託 ㈱ケイ・エス 5 2

24
せせらぎ遊歩道公園整備工事設計
委託

国際航業㈱多摩営業所 6 1

23 福生一中　木工工作台購入 山崎教育システム㈱ 5 1

27 保健センター植木剪定委託 ㈱丸松造園 4 2

28 ウォーキングマップ作成委託 ㈱中央ジオマチックス 5 1

29
給食献立管理システム電算機借上
（その２）

日本教育情報機器㈱ 4 1

30 市営駐車場整備工事設計委託 ㈱タマ建築設計事務所 5 1





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00272 件名

内部発注番号 829
福生第一中学校新校舎便所改良工事（建築）入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 9時16分

予定価格 23,807,520円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川845番地

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 株式会社渡辺工務店

所在地 東京都福生市大字熊川３７７番地１

落札金額 21,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社渡辺工務店 21,600,000円 落札

2 扶桑建設株式会社

辞退

3 井戸鉄建株式会社

辞退

4 株式会社モリタ

辞退

5 株式会社塩田組

辞退

6 株式会社島田組 福生営業所

辞退

7 株式会社五光建設

辞退

備考 【概要】
便所改良　　　　　　一式
便所ブース模様替え　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格19,531,000円
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00274 件名

内部発注番号 915
福生第一中学校新校舎便所改良工事（給排水衛

生設備）
入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 9時26分

予定価格 15,826,320円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川845番地

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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社加藤設備

辞退

2 株式会社高野設備

辞退

3 株式会社桑林工業所

辞退

4 株式会社開成

辞退

5 有限会社望月設備工業

辞退

6 安藤設備株式会社

辞退

7 株式会社森田工業所

辞退

備考 【概要】
給排水衛生設備工事　　　一式
だれでもトイレ新設　　　一式
ユニットシャワー新設　　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 2017-00273 件名

内部発注番号 917
福生第一中学校新校舎便所改良工事（電気設備

）
入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 9時44分

予定価格 2,508,840円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川845番地

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 2,280,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社日福電設 2,280,000円 落札

2 有限会社小林電業 2,288,000円

3 有限会社アクティブ電設 2,290,000円

4 西都通信株式会社 2,294,000円

5 宮崎電気株式会社 2,295,000円

備考 【概要】
コンセント新設　　一式
照明ＬＥＤ化　　　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 2017-00275 件名

内部発注番号 1100
新扶桑会館整備工事（電気設備）入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 9時52分

予定価格 48,374,280円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町92番地５

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 ホーエイ電設株式会社

所在地 東京都福生市大字福生９４７番地８

落札金額 43,480,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ホーエイ電設株式会社 43,480,000円 落札

2 有限会社アクティブ電設 43,500,000円

3 有限会社日福電設 43,570,000円

4 株式会社富田電気 43,750,000円

5 有限会社金子電気工事店 43,800,000円

6 宮崎電気株式会社 43,827,000円

7 有限会社小林電業 44,000,000円

8 株式会社細谷電機 44,300,000円

9 有限会社モリヤ電気 44,600,000円

備考 【概要】
新扶桑会館（RC造　３階建て　延床面積803.2㎡）新築に伴う電気設備工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格39,957,000円
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00276 件名

内部発注番号 1103
新扶桑会館整備工事（空調設備）入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 10時00分

予定価格 43,092,000円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町92番地５

業種 1000 空調工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 日本装芸株式会社 西東京支店

所在地 東京都西東京市谷戸町三丁目１１番２６号

落札金額 35,910,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本装芸株式会社 西東京支店 35,910,000円 落札
※くじ引きによる。

2 株式会社奥山設備 35,910,000円

3 株式会社新和 36,000,000円

4 株式会社浅井設備 38,305,000円

5 株式会社渡辺工業所 38,350,000円

6 ムサシノアロー株式会社 38,700,000円

7 株式会社福島工業所 38,780,000円

8 八重洲工業株式会社 39,000,000円

9 株式会社開成

最低制限未満

備考 【概要】
新扶桑会館（RC造　３階建て　延床面積803.2㎡）新築に伴う空調設備工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格35,681,000円
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00277 件名

内部発注番号 1102
新扶桑会館整備工事（給排水衛生設備）入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 10時14分

予定価格 20,483,280円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町92番地５

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 羽村設備株式会社

所在地 東京都羽村市羽西一丁目１番２号

落札金額 18,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 羽村設備株式会社 18,200,000円 落札

2 株式会社桑林工業所

辞退

3 株式会社青和施設工業所

辞退

4 田中工業株式会社

辞退

5 安藤設備株式会社

辞退

6 師岡設備工業株式会社

辞退

7 株式会社森田工業所

辞退

備考 【概要】
新扶桑会館（RC造　３階建て　延床面積803.2㎡）新築に伴う給排水衛生設備工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格16,913,000円
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00278 件名

内部発注番号 942
福祉センター設備改良工事設計委託入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 10時49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 株式会社久慈設計 東京支社

所在地 東京都千代田区西神田二丁目５番２号ＴＡＳビル５階

落札金額 19,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社久慈設計 東京支社 19,700,000円 落札

2 株式会社大誠建築設計事務所 23,400,000円

3 株式会社小笠原設計 東京事務所 24,000,000円

4 株式会社松下設計 東京支社 32,000,000円

5 株式会社Ｋ構造研究所 33,000,000円

6 株式会社京和建築事務所 37,000,000円

7 株式会社楠山設計 39,000,000円

8 株式会社タマ建築設計事務所 41,000,000円

9 有限会社ティエム建築デザイン研究所

辞退

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





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00279 件名

内部発注番号 969
市道第1162号線外３舗装工事入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 11時02分

予定価格 7,610,760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 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 有限会社村尾造園土木

所在地 東京都福生市牛浜１２８番地

落札金額 5,383,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 5,383,000円 落札

2 成友興業株式会社 福生営業所 5,980,000円

3 有限会社麻生マーク

辞退

4 株式会社第一建設

辞退

5 東山建設株式会社

辞退

6 多摩ライン株式会社

不参

備考 【概要】
舗装工事を行う
市道第1162号線　アスファルト舗装工　Ａ＝150.2㎡　区画線工ほか　一式
市道第1161号線　アスファルト舗装工　Ａ＝232.5㎡　区画線工ほか　一式
市道第1170号線　アスファルト舗装工　Ａ＝100.8㎡　区画線工ほか　一式
市道第1167号線　アスファルト舗装工　Ａ＝134.0㎡　区画線工ほか　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 2017-00280 件名

内部発注番号 1033
福生第三小学校防音機能復旧（復機）工事設計

委託
入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 10時56分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162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 11,000,000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 11,000,000円 落札

2 株式会社古賀建築事務所 11,300,000円

3 株式会社金子設計 11,500,000円

4 株式会社雄建築事務所 11,500,000円

5 有限会社ティエム建築デザイン研究所 11,800,000円

6 株式会社タマ建築設計事務所 11,900,000円

7 株式会社楠山設計 13,000,000円

備考 【概要】
実施設計業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00281 件名

内部発注番号 1018
福生市国民保護計画改定委託入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 11時08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１ 123 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 ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社

所在地 東京都新宿区西新宿一丁目２４番１号

落札金額 2,103,777円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社 2,103,777円 落札

2 アジア航測株式会社 本社営業部 3,400,000円

3 株式会社総合防災ソリューション 3,690,000円

4 株式会社ＭＪＣ 減災事業部 4,280,000円

5 ランドブレイン株式会社 5,800,000円

6 株式会社防災都市計画研究所

辞退

備考 【概要】
福生市国民保護計画の改定及び成果品の印刷・製本
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00282 件名

内部発注番号 1209
市営住宅解体除却工事入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 11時17分

予定価格 5,289,840円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生959番地外

業種 3100 解体工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社アイ・エス・ディー

所在地 東京都福生市武蔵野台二丁目１１番地９号ヴェルデビア１階

落札金額 4,336,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アイ・エス・ディー 4,336,000円 落札

2 株式会社三浦屋興業 4,400,000円

3 永和鉄鋼株式会社

辞退

4 武州開発株式会社

辞退

5 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

6 株式会社第一建設

辞退

備考 【概要】
空き家木造市営住宅（２棟）の解体除却工事を実施する。
　・第一市営住宅173（木造平屋造　昭和31年度建設）
　・第五市営住宅204（木造平屋造　昭和31年度建設）
 
※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 2017-00283 件名

内部発注番号 1108
せせらぎ遊歩道公園整備工事設計委託入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 11時28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 国際航業株式会社 多摩営業所

所在地 東京都府中市晴見町２丁目２４番１号

落札金額 6,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 国際航業株式会社 多摩営業所 6,500,000円 落札

2 株式会社アスコ大東 東京本社営業部 7,200,000円

3 株式会社八州 東京支社 8,100,000円

4 復建調査設計株式会社 東京支社 8,200,000円

5 株式会社パスコ 東京支店

辞退

6 株式会社フジヤマ 多摩営業所

辞退

備考 【概要】
法面工予備設計　１式
アンカー付現場打ち法枠詳細設計　１断面
場所打ち法枠詳細設計　２断面
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 2017-00284 件名

内部発注番号 1524
各小・中学校長寿命化調査委託入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 14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

所在地

落札金額

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 12,000,000円

辞退

2 株式会社久慈設計 東京支社 26,900,000円

辞退

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 13,500,000円

辞退

4 株式会社匠エンジニアリング 37,800,000円

辞退

5 株式会社タマ建築設計事務所 24,800,000円

辞退

6 新井設計株式会社 17,700,000円

不参

備考 【概要】
各小・中学校長寿命化調査委託
　躯体コンクリート強度及び中性化調査　10校
 
※入札価格は税抜きです。
※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 2017-00285 件名

内部発注番号 1099
ウォーキングマップ作成委託入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 14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2125番地３

営業種目１ 117 航空写真・図面製作 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 株式会社中央ジオマチックス

所在地 東京都板橋区舟渡三丁目１５番２２号

落札金額 145,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社中央ジオマチックス 145,000円 落札

2 株式会社武揚堂 820,000円

3 株式会社ジオネクスト 865,700円

4 東京カートグラフィック株式会社 900,000円

5 株式会社エアロ・フォト・センター 1,200,000円

備考 【概要】
ウォーキングマップの作成、編集、印刷の委託
マップ印刷部数　5,000部
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00286 件名

内部発注番号 1364
市営駐車場整備工事設計委託入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 13時16分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町92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 株式会社タマ建築設計事務所

所在地 東京都あきる野市草花１８１７番地３

落札金額 1,050,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社タマ建築設計事務所 1,050,000円 落札

2 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,100,000円

3 株式会社京和建築事務所 1,150,000円

4 株式会社セット設計事務所 1,780,000円

5 株式会社Ｋ構造研究所 3,000,000円

備考 【概要】
実施設計業務　一式
積算業務　一式
確認申請業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00287 件名

内部発注番号 1259
市道第1169号線測量委託入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 13時27分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生字奈賀1155番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 株式会社ふくみ

所在地 東京都福生市大字福生２３５６番地６

落札金額 700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 700,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 770,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 780,000円

4 株式会社ファースト設計 福生営業所 800,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 880,000円

備考 【概要】
狭あい道路拡幅整備事業により、地権者から道路用地（後退用地）として買収する土地に
ついて、道路中心線からの後退用地境界や後退用地面積等を確定するため測量するもの。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00289 件名

内部発注番号 1313
もくせい会館冷暖房空調設備保守委託入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 13時54分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町18番地

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 アートテクノ株式会社

所在地 東京都三鷹市井口二丁目７番地の５号

落札金額 690,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 アートテクノ株式会社 690,000円 落札

2 八重洲工業株式会社 840,000円

3 株式会社フジクリーン 多摩支店 873,400円

4 ムサシノアロー株式会社 950,000円

5 羽村設備株式会社

辞退

備考 【概要】
空調設備等の機器点検（空調機器点検、空調・換気制御設備点検、冷暖房切替点検等）により設備の機能保全を行い、会
館の円滑な運営と安全及び衛生環境を確保する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00288 件名

内部発注番号 881
公共施設市民アンケート調査委託入札見積締切日時 2017年6月14日 17時00分

開札日時 2017年6月15日 13時58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

営業種目１ 125 市場・補償鑑定関係調査業務 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 株式会社サーベイリサーチセンター 営業企画本部

所在地 東京都荒川区西日暮里二丁目40番10号

落札金額 1,550,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社サーベイリサーチセンター 営業企画
本部

1,550,000円 落札

2 株式会社オルビットプラン 東京支店 1,573,000円

3 株式会社ＴＤＳ 2,150,000円

4 有限責任監査法人トーマツ

辞退

5 株式会社名豊

辞退

備考 【概要】
今後の公共施設のあり方を検討する上での基礎資料とするため、アンケート調査により公
共施設に関する市民意識や利用状況を把握する。
【調査対象】18歳以上の市民3,000人
【調査方法】郵送による調査依頼及び調査票回収
【調査期間】平成29年８月下旬～９月上旬、約３週間（予定）
【調 査 票】Ａ４、14ページ程度
 
※入札価格は税抜きです。


