
予定価格

落札金額

9,200,000

8,940,000

3,650,000

15,000,000

10,000,000

3,750,000

6,780,000

71,268,000

4,500,000

1,614,000

2,000,000

1,894,000

1,800,000

926,226

2,082,000

2,020,000

800,000

2,531,000

2,100,000

※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 市営住宅内装改良工事（その４） ㈲ルミエール・シバタ 5 1 事前公表案件

16 市立中学校生徒貧血検査委託 4 2 不調

15 中央体育館植木剪定委託 ㈲英造園 5 1

14
武蔵野台公園外３箇所照明設置等
工事

㈲小林電業 5 1 事前公表案件

13 広報編集用ソフト購入
㈱大塚商会LA事業部公共グ
ループ

5 1

12 福東グランド日よけ設置工事 成友興業㈱福生営業所 5 1 事前公表案件

11 多摩川堤防沿桜管理委託 ㈱丸松造園 5 1

10 プチギャラリー防犯カメラ借上 ＩＢＪＬ東芝リース㈱ 5 1

9
市街地再開発推進支援事業に伴う
測量委託

㈱ふくみ 6 2

8 電算機借上（全庁パソコン等H30） 日立キャピタル㈱ 9 1

7 中央図書館空調設備等調査委託 ㈱匠エンジニアリング 7 1

6
全国瞬時警報システム新型受信機
購入

田中電気㈱ 6 1

5 地籍調査委託 国際測地㈱福生営業所 7 1

4
福生第六小学校防音機能復旧（復
機）工事設計委託

㈱楠山設計 7 1

3 市道第279号線改良工事設計委託 ㈱プランニングマップ 6 1

2
福生第三中学校防音機能復旧（復
機）工事設計委託

㈱古賀建築事務所 7 1

1
福生市公共下水道ストックマネジ
メント基本計画策定業務委託

㈱アスコ大東東京本社営業部 7 1

平成30年６月14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 2018-00307 件名

内部発注番号 626
福生市公共下水道ストックマネジメント基本計画

策定業務委託
入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14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 株式会社アスコ大東 東京本社営業部

所在地 東京都中央区日本橋富沢町９番１９号

落札金額 9,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アスコ大東 東京本社営業部 9,200,000円 落札

2 日本水工設計株式会社 東京支社 30,000,000円

3 株式会社ＮＪＳ 東京総合事務所

辞退

4 株式会社日水コン 東京支所

辞退

5 株式会社東京設計事務所 東京支社

辞退

6 株式会社新日本コンサルタント 多摩支店

辞退

7 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 関東支店

辞退

備考 【概要】
ストックマネジメント基本計画策定業務　１式
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 2018-00286 件名

内部発注番号 1245
福生第三中学校防音機能復旧（復機）工事設計

委託
入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14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 東京都福生市南田園三丁目１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 株式会社古賀建築事務所

所在地 東京都八王子市元本郷町三丁目１２番２号

落札金額 8,940,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社古賀建築事務所 8,940,000円 落札

2 株式会社大誠建築設計事務所 13,900,000円

3 株式会社タマ建築設計事務所 15,860,000円

4 株式会社京和建築事務所 16,300,000円

5 有限会社ティエム建築デザイン研究所 16,500,000円

6 株式会社セット設計事務所 17,700,000円

7 株式会社山下設計

辞退

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 2018-00291 件名

内部発注番号 960
市道第279号線改良工事設計委託入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14日 9時18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 株式会社プランニングマップ

所在地 東京都福生市加美平三丁目３４番地１６

落札金額 3,650,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社プランニングマップ 3,650,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 3,800,000円

3 株式会社日栄測量設計 3,900,000円

4 株式会社ふくみ 4,000,000円

5 国際測地株式会社 福生営業所 4,000,000円

6 株式会社アース設計コンサルタント 4,400,000円

備考 【概要】
当該道路の改良工事を施工するにあたり、測量・設計業務を行う
路線測量　一式
道路詳細設計　一式
打合せ協議
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00287 件名

内部発注番号 1246
福生第六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 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14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 東京都福生市加美平一丁目９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 株式会社楠山設計

所在地 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地

落札金額 15,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社楠山設計 15,000,000円 落札

2 株式会社タマ建築設計事務所 15,900,000円

3 株式会社京和建築事務所 15,930,000円

4 有限会社ティエム建築デザイン研究所 16,000,000円

5 株式会社古賀建築事務所 16,000,000円

6 株式会社雄建築事務所 16,100,000円

7 株式会社金子設計 16,200,000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 2018-00292 件名

内部発注番号 1002
地籍調査委託入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14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 東京都福生市福生の一部

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 国際測地株式会社 福生営業所

所在地 東京都福生市大字熊川４９６番地１１

落札金額 10,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 国際測地株式会社 福生営業所 10,000,000円 落札

2 株式会社アサヒサーベイング 10,500,000円

3 株式会社ふくみ 11,000,000円

4 株式会社ファースト設計 福生営業所 11,000,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 11,000,000円

6 株式会社プランニングマップ 11,150,000円

7 株式会社奈賀里測量設計 12,000,000円

備考 【概要】
都市再生地籍調査(官民境界等先行調査)
　調査面積　0.08k㎡(D~H工程)
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00289 件名

内部発注番号 991
全国瞬時警報システム新型受信機購入入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14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 東京都福生市本町５番地（福生市役所第１棟２階防災無線室）

営業種目１ 017 通信用機械器具類 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 田中電気株式会社

所在地 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号

落札金額 3,750,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 田中電気株式会社 3,750,000円 落札

2 東京通信電設株式会社 4,300,000円

3 株式会社システム情報企画

辞退

4 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

辞退

5 東邦通信工業株式会社

辞退

6 株式会社中松商会

辞退

備考 【概要】
Ｊアラート専用小型受信機　１台
Ｊアラート連動自動起動装置　１台
Ｊアラート専用小型受信機管理用パソコン　１台
無停電電源装置　１台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00293 件名

内部発注番号 986
中央図書館空調設備等調査委託入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14日 9時49分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川850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 株式会社匠エンジニアリング

所在地 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号森忠ビル２階

落札金額 6,780,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社匠エンジニアリング 6,780,000円 落札

2 株式会社金子設計 11,000,000円

3 株式会社タマ建築設計事務所 13,380,000円

4 株式会社古賀建築事務所 14,000,000円

5 株式会社京和建築事務所 14,400,000円

6 有限会社ティエム建築デザイン研究所 16,000,000円

7 株式会社楠山設計 18,000,000円

備考 【概要】
空調設備等に支障をきたしている中央図書館の全体改修、設備改修の比較検討調査業務
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00288 件名

内部発注番号 1250
電算機借上（全庁パソコン等H30）入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14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番地外

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 71,268,000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 71,268,000円 落札

2 富士通リース株式会社 71,400,000円

3 ＮＴＴファイナンス株式会社 71,616,000円

4 株式会社ＪＥＣＣ 72,528,000円

5 三菱ＵＦＪリース株式会社 東京第四営業部

辞退

6 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

7 芙蓉総合リース株式会社

辞退

8 興銀リース株式会社

辞退

9 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】
平成25年度に借上げた機器等の借上期間満了に伴い、ノートパソコン250台、デスクトップパソコン３台、プリンタ35台の借上
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 2018-00294 件名

内部発注番号 1074
市街地再開発推進支援事業に伴う測量委託入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14日 13時05分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町地内

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 4,500,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社ふくみ 5,000,000円 4,500,000円 落札

2 株式会社アース設計コンサルタント 5,300,000円 4,900,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 5,200,000円 4,900,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 5,200,000円 4,920,000円

5 有限会社あきる野測量設計 5,250,000円 4,950,000円

6 株式会社プランニングマップ 5,170,000円

辞退

備考 【概要】
福生駅西口再開発に伴い、官民境界が未確定となっている官民境界確定を実施するもの。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00300 件名

内部発注番号 1417
プチギャラリー防犯カメラ借上入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14日 9時46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1014番地10

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 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

所在地 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号

落札金額 1,614,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 1,614,000円 落札

2 東洋通信工業株式会社 1,920,000円

3 セコムクレジット株式会社 2,304,600円

4 株式会社セキュリティハウス西東京 4,716,000円

5 綜合警備保障株式会社 南多摩支社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
ハードディスクレコーダー　１台　　液晶モニター　　　　　１台
電源ユニット　　　　　　  １台　　ドーム型カラーカメラ　６台
ドーム型ディナイトカメラ　２台　　ＡＣアダプター　　　　２台
天井埋込金物　　　　　　　４台　　その他諸費用　　　　　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00295 件名

内部発注番号 1119
多摩川堤防沿桜管理委託入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14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 2,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社丸松造園 2,000,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 2,200,000円

3 有限会社英造園 2,220,000円

4 有限会社福生造園 2,230,000円

5 株式会社共進造園 2,300,000円

備考 【概要】
樹木剪定工
　軽剪定80本、不要枝剪定188本
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00296 件名

内部発注番号 1285
福東グランド日よけ設置工事入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14日 10時00分

予定価格 2,045,520円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川1608番地

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 成友興業株式会社 福生営業所

所在地 東京都福生市福生699番地3

落札金額 1,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 成友興業株式会社 福生営業所 1,800,000円 落札

2 日本フィールドシステム株式会社 関東支店 1,880,000円

3 有限会社村尾造園土木 1,890,000円

4 株式会社塩田組

辞退

5 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

備考 【概要】
日よけ設置　２基
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00306 件名

内部発注番号 927
広報編集用ソフト購入入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 002 事務機器・情報処理用機器 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 株式会社大塚商会 LA事業部公共グループ

所在地 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号

落札金額 926,226円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社大塚商会 LA事業部公共グループ 926,226円 落札

2 リコージャパン株式会社 西東京支社　西東京
ＬＡ営業部

959,400円

3 株式会社日立システムズ 999,000円

4 ＮＥＣフィールディング株式会社 西東京支店 1,182,000円

5 株式会社ライオン事務器 ＩＴ事業部

辞退

備考 【概要】
編集用ソフト(4年ライセンス）×3



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00297 件名

内部発注番号 1625
武蔵野台公園外３箇所照明設置等工事入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14日 10時15分

予定価格 2,248,560円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市武蔵野台一丁目30番地外

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 有限会社小林電業

所在地 東京都福生市本町９３

落札金額 2,020,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社小林電業 2,020,000円 落札

2 有限会社モリヤ電気 2,035,000円

3 有限会社アクティブ電設 2,070,000円

4 ホーエイ電設株式会社 2,072,000円

5 西都通信株式会社

不参

備考 【概要】
照明設置工　　　武蔵野台公園　　　１基
時計改修工　　　東福生駅東口公園　１基
　　　　　　　　柳山公園　　　　　１基　
照明灯具取替工　武蔵野台東公園　　２基
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00303 件名

内部発注番号 1589
中央体育館植木剪定委託入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14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 800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社英造園 800,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 830,000円

3 株式会社福樹園 850,000円

4 株式会社エイト 西多摩支店 1,800,000円

5 株式会社イクプランニング

不参

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 2018-00308 件名

内部発注番号 1139
市立中学校生徒貧血検査委託入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14日 13時10分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川845番地　外２箇所

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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 公益財団法人東京都予防医学協会 735,000円

辞退

2 医療法人社団崎陽会

不参 ＊＊

3 医療法人社団予防会 705,000円

不参

4 株式会社立川臨床医学研究所 624,000円

不参

備考 【概要】
生徒の健康管理を行うため、福生市立中学校に在籍する１年生に対し貧血検査を実施する。
 
※全者応札なしのため、打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00298 件名

内部発注番号 1453
市営住宅内装改良工事（その４）入札見積締切日時 2018年6月13日 17時00分

開札日時 2018年6月14日 10時32分

予定価格 2,733,480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３番地８

落札金額 2,100,000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 2,100,000円 落札

2 高橋装飾株式会社 2,250,000円

3 株式会社平田建装 2,250,000円

4 有限会社秋元 2,430,000円

5 株式会社船戸建装 2,480,000円

備考 【概要】
市営住宅内装改良工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです


