
予定価格

落札金額

134,170,000

129,700,000

990,000

28,140,000

888,000

2,245,000

2,155,000

1,945,000

819,000

1,500,000

1,656,000

2,441,500

2,900,000

514,000

1,050,000

平成30年8月9日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 福祉センター設備改良工事（建築） 豊友建設㈱ 2 1 事前公表案件

2 市営住宅排水管清掃委託（単価契約） ㈱桑林工業所 5 1

3
容器包装プラスチック選別圧縮梱包委
託（平成31年度分）

㈱加藤商事西多摩支店 9 1

4 福生一中　美術机購入 教材社 5 1

不調

5
福生第三中学校テニスコート等照明器
具取替工事

㈱細谷電機 5 1 事前公表案件

6 市民文化祭展示会場設営委託 5 3

7 庁舎冷温水発生機修繕 八重洲工業㈱ 5 1

8 福生第三中学校　緞帳購入 ㈱たまエンドレス 5 1

9
公共下水道管渠清掃委託（処理分区清
掃）

㈱スイーピングサービス 5 1

10 広報編集用機器借上 井上事務機事務用品㈱ 5 1

11 特定保健指導委託 ㈲ハイライフサポート 6 1

12 庭木剪定等管理委託 ㈱共進造園 6 1

13 乳がん・子宮頸がん集団検診委託 5 1 不調

14 公園遊具点検委託 ㈱トレジャーボックス東京支店 4 1

※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。

15
小・中学校ブロック塀等改修工事設計
委託

㈱京和建築事務所 5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00362 件名

内部発注番号 2402
福祉センター設備改良工事（建築）入札見積締切日時 2018年8月8日 17時00分

開札日時 2018年8月9日 9時03分

予定価格 144,903,600円

調査基準価格 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 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 豊友建設株式会社

所在地 東京都羽村市緑ヶ丘五丁目２番地３

落札金額 129,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 豊友建設株式会社 129,700,000円 落札

2 扶桑建設株式会社 133,900,000円

備考 【概要】
天井改修　一式
建具工事　一式
外構工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　120,753,000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 2018-00385 件名

内部発注番号 2610
市営住宅排水管清掃委託（単価契約）入札見積締切日時 2018年8月8日 17時00分

開札日時 2018年8月9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 東京都福生市武蔵野台二丁目13番地　第三市営住宅１号棟～５号棟

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 990,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社桑林工業所 990,000円 落札

2 田中工業株式会社

辞退

3 株式会社森田工業所

辞退

4 安藤設備株式会社

不参

5 有限会社三協設備工業

不参

備考 【概要】
居室内の雑排水管系統（台所、洗面所、浴室、洗濯）の清掃を年１回実施する。
 
※推定総額にて入札を行った。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00392 件名

内部発注番号 2548
容器包装プラスチック選別圧縮梱包委託（平成

31年度分）
入札見積締切日時 2018年8月8日 17時00分

開札日時 2018年8月9日 9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 28,140,000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 28,140,000円 落札

2 株式会社リステム 29,480,000円

3 比留間運送株式会社 30,150,000円

4 加藤商事株式会社 30,150,000円

5 環衛サービス株式会社 30,820,000円

6 志賀興業株式会社 西多摩支店 30,820,000円

7 株式会社市川環境エンジニアリング 東京支店 31,490,000円

8 ＪＦＥ環境株式会社 本社

辞退

9 オリックス資源循環株式会社

辞退

備考 【概要】
年間委託
　リサイクルセンターに搬入された容器包装プラスチックを公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へ搬出するため、容
器包装プラスチックの選別・圧縮・梱包・保管を委託する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00386 件名

内部発注番号 2872
福生一中　美術机購入入札見積締切日時 2018年8月8日 17時00分

開札日時 2018年8月9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 東京都福生市熊川845番地　福生市立福生第一中学校

営業種目１ 003 学校教材・運動用品・楽器 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 004 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 教材社

所在地 東京都立川市柴崎町二丁目１９番１１号

落札金額 888,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 教材社 888,000円 落札

2 有限会社いそざき 912,000円

3 有限会社高野教材社 994,800円

4 株式会社塚元木工

辞退

5 株式会社コイヌマ

辞退

備考 【概要】
美術机　24台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00393 件名

内部発注番号 3168
福生第三中学校テニスコート等照明器具取替工

事
入札見積締切日時 2018年8月8日 17時00分

開札日時 2018年8月9日 9時29分

予定価格 2,424,600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 株式会社細谷電機

所在地 東京都福生市志茂３６番地５

落札金額 2,155,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社細谷電機 2,155,000円 落札

2 宮崎電気株式会社 2,166,000円

3 ホーエイ電設株式会社 2,173,000円

4 有限会社モリヤ電気 2,200,000円

5 有限会社日福電設 2,210,000円

備考 【概要】
照明器具取替
テニスコート　１台
ランチルーム屋外天井　16台
職員室・校長室　16台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00387 件名

内部発注番号 2942
市民文化祭展示会場設営委託入札見積締切日時 2018年8月8日 17時00分

開札日時 2018年8月9日 14時07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2455番地（福生市民会館・公民館）、福生市牛浜163番地（さくら会館）

営業種目１ 120 催事関係業務 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 第３回 備考

1 株式会社セレスポ 西東京支店 2,300,000円 2,200,000円

辞退

2 株式会社シミズオクト 2,680,000円 1,750,000円

辞退

3 株式会社協栄 多摩支店 2,850,000円

辞退 ＊＊

4 株式会社ムラウチホビー

辞退 ＊＊ ＊＊

5 山王スペース＆レンタル株式会社 東京営業所

辞退 ＊＊ ＊＊

備考 【概要】
市民文化祭　展示部門会場の設営及び撤去
会場設営：11月１日（木）午前９時～午後９時
会場撤去：11月４日（日）午後４時～午後９時
 
※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 2018-00394 件名

内部発注番号 3018
庁舎冷温水発生機修繕入札見積締切日時 2018年8月8日 17時00分

開札日時 2018年8月9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

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 八重洲工業株式会社

所在地 東京都立川市柴崎町二丁目２５番３号

落札金額 1,945,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲工業株式会社 1,945,000円 落札

2 株式会社細谷電機 2,200,000円

3 株式会社森田工業所

辞退

4 安藤設備株式会社

不参

5 羽村設備株式会社

不参

備考 【概要】
冷温水発生機修繕　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00388 件名

内部発注番号 3169
福生第三中学校　緞帳購入入札見積締切日時 2018年8月8日 17時00分

開札日時 2018年8月9日 9時40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

営業種目１ 008 室内装飾品等 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 株式会社たまエンドレス

所在地 東京都西多摩郡日の出町大字平井２２番地４

落札金額 819,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社たまエンドレス 819,000円 落札

2 株式会社八光舎 880,000円

3 古畑装飾株式会社 1,080,000円

4 株式会社コイヌマ 1,436,000円

5 有限会社ルミエール・シバタ

不参

備考 【概要】
・一文字幕
・源氏幕
・引割緞帳　外
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00395 件名

内部発注番号 3003
公共下水道管渠清掃委託（処理分区清掃）入札見積締切日時 2018年8月8日 17時00分

開札日時 2018年8月9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 東京都福生市北田園一丁目地内

営業種目１ 113 管渠清掃 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 株式会社スイーピングサービス

所在地 東京都あきる野市瀬戸岡３６０番地１

落札金額 1,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社スイーピングサービス 1,500,000円 落札

2 株式会社旭商会 多摩営業所 1,680,000円

3 株式会社タカヤマ 東京支店 1,750,000円

4 株式会社加藤商事 西多摩支店 1,800,000円

5 株式会社京葉興業 1,850,000円

備考 【概要】
清掃工　1871.8ｍ
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00389 件名

内部発注番号 3187
広報編集用機器借上入札見積締切日時 2018年8月8日 17時00分

開札日時 2018年8月9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 井上事務機事務用品株式会社

所在地 東京都立川市曙町三丁目１８番２５号

落札金額 1,656,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 井上事務機事務用品株式会社 1,656,000円 落札

2 富士通リース株式会社 1,740,000円

3 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

4 東洋通信工業株式会社

辞退

5 日本教育情報機器株式会社

辞退

備考 【概要】
【5年長期継続契約】
デスクトップ型パソコン×３台
フォント（８種類）×４セット
カラープリンター×１台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00396 件名

内部発注番号 2878
特定保健指導委託入札見積締切日時 2018年8月8日 17時00分

開札日時 2018年8月9日 11時22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外

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２ 122 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 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 2,441,500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 2,441,500円 落札

2 株式会社現代けんこう出版

辞退

3 株式会社タニタ

辞退

4 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ

辞退

5 株式会社カイテック

辞退

6 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア

不参

備考 【概要】
特定保健指導が必要と判定された国民健康保険被保険者に対し、生活習慣の改善に係る行動変容を目的とした保健指導
を実施する。
対象者　約610名
　積極的支援参加者　約30名
　動機付支援参加者　約95名
 
※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 2018-00397 件名

内部発注番号 2849
庭木剪定等管理委託入札見積締切日時 2018年8月8日 17時00分

開札日時 2018年8月9日 10時11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1158番地

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 株式会社共進造園

所在地 東京都福生市南田園三丁目１６番地１２号

落札金額 2,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社共進造園 2,900,000円 落札

2 立山産業株式会社 3,000,000円

3 有限会社村尾造園土木 3,060,000円

4 株式会社丸松造園 3,100,000円

5 有限会社英造園 3,200,000円

6 興國緑化株式会社 3,250,000円

備考 【概要】
旧ヤマジュウ田村家住宅における、次の業務の委託を行う。
１　高木及び中木の剪定　２生垣の剪定　３落ち葉掃き
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00398 件名

内部発注番号 3179
乳がん・子宮頸がん集団検診委託入札見積締切日時 2018年8月8日 17時00分

開札日時 2018年8月9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 東京都福生市福生2125番地３

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 備考

1 医療法人クレモナ会 1,621,368円

2 公益財団法人東京都予防医学協会

辞退

3 公益財団法人河野臨牀医学研究所

不参

4 一般財団法人労働衛生協会

不参

5 公益財団法人東京都保健医療公社 東京都が
ん検診センター 不参

備考 【概要】
検診車による乳がん・子宮頸がん検診（集団検診）
対象：乳がん検診…40歳以上、子宮頸がん検診…20歳以上（平成30年４月１日現在）
予定人員　乳がん検診（自己負担有）　　63人
　　　　　乳がん検診（自己負担無）　　63人
　　　　　子宮頸がん検診　　　　　　 126人
　　　　　合計　　　　　　　　　　　 252人（延人員）
 
※打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00399 件名

内部発注番号 2753
公園遊具点検委託入札見積締切日時 2018年8月8日 17時00分

開札日時 2018年8月9日 10時17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１ 190 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 株式会社トレジャーボックス 東京支店

所在地 東京都日野市平山三丁目8番地33

落札金額 514,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社トレジャーボックス 東京支店 514,000円 落札

2 株式会社シンテン 1,224,000円

3 スポーツマテリアル株式会社 2,720,000円

4 株式会社サトミ産業 東京営業所

辞退

備考 【概要】
遊具点検（劣化点検）市内68公園295基
事前打ち合わせ・調査報告書　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00401 件名

内部発注番号 3486
小・中学校ブロック塀等改修工事設計委託入札見積締切日時 2018年8月8日 17時00分

開札日時 2018年8月9日 10時25分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川623番地外５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 1,050,000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 1,050,000円 落札

2 株式会社金子設計 1,200,000円

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,350,000円

4 株式会社古賀建築事務所 1,500,000円

5 株式会社タマ建築設計事務所 1,800,000円

備考 【概要】
実施設計業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。


