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平成30年9月13日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 市道武蔵野台52号線改良工事（第一工区） ㈱島田組福生営業所 9 1 事前公表案件

2 電算機借上（庁内ネットワーク機器H30） ＮＴＴファイナンス㈱ 9 1

3
「未成年者を対象とした消費者啓発」事業
委託

㈱ジャパックス 5 1

4 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上 フクダ電子東京西販売㈱ 7 1

5 廃棄物処理委託（オイルドレーン等清掃） ㈱加藤商事西多摩支店 5 1

6
橋りょう点検及び長寿命化修繕計画改定委
託

㈱大輝 6 1

7 ノロウイルス検査委託 ㈱みらい 5 1

8 福生市立図書館公用車購入 中西モータース 5 1

9
福生市学校給食センターパート職員健康診
断委託

医療法人社団崎陽会 4 1

10 市民文化祭展示会場設営委託 ㈱シミズオクト 5 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（８を除く）。

11 職員ＶＤＴ検査委託
医療法人社団こころとからだ
の元氣プラザ

4 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00425 件名

内部発注番号 3644
市道武蔵野台52号線改良工事（第一工区）入札見積締切日時 2018年9月12日 17時00分

開札日時 2018年9月13日 9時01分

予定価格 41,976,360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、加美平一丁目地内

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 株式会社島田組 福生営業所

所在地 東京都福生市加美平二丁目１９番地８

落札金額 38,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社島田組 福生営業所 38,800,000円 落札

2 成友興業株式会社 福生営業所

最低制限未満

3 土屋建設株式会社

辞退

4 株式会社第一建設

辞退

5 株式会社入江建設 東京支店

辞退

6 株式会社塩田組

辞退

7 木本建興株式会社 多摩支店

辞退

8 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

不参

9 有限会社村尾造園土木

不参

備考 【概要】
舗装改修及び排水施設の改修を行う。
施工延長　Ｌ＝500ｍ
アスファルト舗装工　Ａ＝2940.3㎡
排水施設工　一式
区画線工　　一式
外雑工　　　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　34,585,000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 2018-00431 件名

内部発注番号 3673
電算機借上（庁内ネットワーク機器H30）入札見積締切日時 2018年9月12日 17時00分

開札日時 2018年9月13日 9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 ＮＴＴファイナンス株式会社

所在地 東京都港区港南一丁目２番７０号

落札金額 45,060,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ＮＴＴファイナンス株式会社 45,060,000円 落札

2 株式会社ＪＥＣＣ 45,234,000円

3 東洋通信工業株式会社 49,362,000円

4 ＪＡ三井リース株式会社

辞退

5 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

6 昭和リース株式会社

辞退

7 日立キャピタル株式会社

辞退

8 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

9 東京センチュリー株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
庁内ネットワークを構成している各種機器がリース満了となることに伴い、新たに機器の借上を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00426 件名

内部発注番号 3741
「未成年者を対象とした消費者啓発」事業委託入札見積締切日時 2018年9月12日 17時00分

開札日時 2018年9月13日 9時13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１ 101 印刷 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 株式会社ジャパックス

所在地 東京都渋谷区神宮前1丁目１４番１４号

落札金額 886,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジャパックス 886,000円 落札

2 株式会社ドゥ・アーバン 1,280,000円

3 株式会社大和田組 1,436,000円

4 株式会社サンニチ印刷 東京支社 2,505,000円

5 ニッセイエブロ株式会社

不参

備考 【概要】
未成年者に向けた消費者啓発冊子を、漫画形式で学年ごとに３種類作成する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00432 件名

内部発注番号 3805
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上入札見積締切日時 2018年9月12日 17時00分

開札日時 2018年9月13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 東京都福生市本町５番地外47箇所

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 フクダ電子東京西販売株式会社

所在地 東京都立川市高松町一丁目２３番１７号

落札金額 6,240,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 フクダ電子東京西販売株式会社 6,240,000円 落札

2 興銀リース株式会社 8,910,000円

3 セコム株式会社 10,398,000円

4 綜合警備保障株式会社 南多摩支社 55,322,000円

5 リコーリース株式会社

辞退

6 船山株式会社 東京本店

辞退

7 株式会社セノン

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）携帯用　52台
ＡＥＤ収納ボックス　14台
収納ボックス用置き台　６台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00427 件名

内部発注番号 3651
廃棄物処理委託（オイルドレーン等清掃）入札見積締切日時 2018年9月12日 17時00分

開札日時 2018年9月13日 9時31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 800,000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 800,000円 落札

2 株式会社スイーピングサービス 900,000円

3 有限会社常盤組 950,000円

4 株式会社太陽油化

辞退

5 株式会社リスト

不参

備考 【概要】
リサイクルセンター工場内のオイルドレーン等を高圧洗浄し、槽にたまった汚泥を汚泥吸引車により吸引し、産業廃棄物とし
て適正な方法により処理する（年２回）。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00437 件名

内部発注番号 3754
橋りょう点検及び長寿命化修繕計画改定委託入札見積締切日時 2018年9月12日 17時00分

開札日時 2018年9月13日 9時30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

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 株式会社大輝

所在地 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８

落札金額 6,420,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社大輝 6,420,000円 落札

2 株式会社ウエスコ 東京支社 9,280,000円

3 国際航業株式会社 多摩営業所 9,580,000円

4 昭和株式会社 東京支社 9,600,000円

5 株式会社アスコ大東 東京本社営業部 9,600,000円

6 株式会社パスコ 東京支店

辞退

備考 【概要】
計画準備　19橋
定期点検　19橋
報告書作成　19橋
長寿命化修繕計画策定　19橋
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00428 件名

内部発注番号 3542
ノロウイルス検査委託入札見積締切日時 2018年9月12日 17時00分

開札日時 2018年9月13日 10時35分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1606番地１　福生市学校給食センター

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 株式会社みらい

所在地 東京都小平市栄町三丁目４番１６号

落札金額 581,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社みらい 581,000円 落札

2 一般財団法人東京顕微鏡院 639,100円

3 一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品
技術研究所

662,340円

4 株式会社武蔵臨床検査所 778,540円

5 株式会社エムビックらいふ 929,600円

備考 【概要】
RT-PCR法によるノロウイルス検査
 
※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 2018-00433 件名

内部発注番号 665
福生市立図書館公用車購入入札見積締切日時 2018年9月12日 17時00分

開札日時 2018年9月13日 9時45分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川850番地１

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 中西モータース

所在地 東京都福生市東町１３番地１２

落札金額 1,280,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 中西モータース 1,280,000円 落札

2 森田自動車 1,310,000円

3 有限会社村野モータース 1,320,000円

4 株式会社交運社

辞退

5 フジミ自動車興業株式会社

不参

備考 【概要】
ワンボックス型軽自動車（４人乗り）　1台
 
※入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00429 件名

内部発注番号 3601
福生市学校給食センターパート職員健康診断委

託
入札見積締切日時 2018年9月12日 17時00分

開札日時 2018年9月13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 東京都福生市大字熊川1606番地1　学校給食センター

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 医療法人社団崎陽会

所在地 東京都西多摩郡日の出町大字大久野310番地

落札金額 448,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団崎陽会 448,000円 落札

2 医療法人財団立川中央病院 560,000円

3 医療法人社団大和会

辞退

4 医療法人財団暁

不参

備考 【概要】
学校給食衛生管理基準（第4衛生管理体制に係る衛生管理基準の（3）学校給食従事者の健康管理の一）に基づく職員の健
康診断
 
※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 2018-00434 件名

内部発注番号 3784
市民文化祭展示会場設営委託入札見積締切日時 2018年9月12日 17時00分

開札日時 2018年9月13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 株式会社シミズオクト

所在地 東京都新宿区高田馬場四丁目３９番１号

落札金額 1,750,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社シミズオクト 1,750,000円 落札

2 株式会社セレスポ 西東京支店 2,200,000円

3 株式会社協栄 多摩支店 2,750,000円

4 株式会社自然堂

辞退

5 パシフィックリプロサービス株式会社

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。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00430 件名

内部発注番号 3392
職員ＶＤＴ検査委託入札見積締切日時 2018年9月12日 17時00分

開札日時 2018年9月13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１ 122 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 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ

所在地 東京都千代田区飯田橋三丁目６番５号こころとからだの元氣プラザ７階

落札金額 630,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 630,000円 落札

2 医療法人社団崎陽会

辞退

3 医療法人財団綜友会

辞退

4 医療法人財団立川中央病院

辞退

備考 【概要】
受診を希望する職員を対象にＶＤＴ検査を行う。
 
※推定総額にて行った。
※入札価格は税抜きです。


