
予定価格

落札金額

20,000,000

11,363,000

11,300,000

7,251,000

7,000,000

4,384,473

4,100,000

3,960,000

6,180,000

1,298,580

3,140,000

1,680,000

3,834,000

1,480,000

3,436,000

2,686,000

1,680,000

1,176,000

776,900

912,000

12,296,900

平成31年４月18日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

2
市民会館ホール系統空調設備改良
工事

八重洲工業㈱ 7 1 事前公表案件

1
福生市公共下水道ストックマネジ
メント第１期点検委託

管清工業㈱西東京営業所 7 1

4 複合型介護予防教室委託 医療法人社団和風会 6 1

3
さくら会館冷暖房空調設備改良工
事

八重洲工業㈱ 6 1 事前公表案件

6
武蔵野工業線地区及び志茂中央線
地区地区計画策定支援委託

㈱セット設計事務所 6 1

5
リサイクルセンター長寿命化総合
計画策定支援業務委託

㈱東和テクノロジー東京支店 6 1

8 高齢者認知症予防教室委託 医療法人社団和風会 5 1

7
新扶桑会館備品購入（会議用机
外）

㈱ヒノデン福生支店 6 1

10 公害関係分析委託 エヌエス環境㈱東京営業所 5 2

9
福生市事業継続計画（地震編）改
定委託

国際航業㈱多摩営業所 6 1

12 自動車騒音調査等委託 環境リサーチ㈱ 5 1

11
公園工事積算システムプログラム
使用

東京センチュリー㈱ 6 1

14 各小・中学校プール施設保守委託 八洲環境保全㈲ 5 1

13
市営プールシャワー給湯器改良工
事

㈱三和 6 1 事前公表案件

16 旧東海居防犯カメラ借上
㈱セキュリティハウス西東
京

5 1

15 公園工事積算システム電算機借上 井上事務機事務用品㈱ 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。

18
プレミアム付商品券事業業務委託
（労働者派遣）

パーソルテンプスタッフ㈱
東日本OS事業本部

7 1

17 市勢要覧作成委託
高橋事ム所デザインワーク
ス

5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00242 件名

内部発注番号 520
福生市公共下水道ストックマネジメント第１期点検

委託
入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18日 9時00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１ 127 下水道管路内ＴＶカメラ調査業
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 管清工業株式会社 西東京営業所

所在地 東京都立川市羽衣町三丁目11番2号

落札金額 20,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 管清工業株式会社 西東京営業所 20,000,000円 落札

2 三喜技研工業株式会社 21,200,000円

3 吉村エンタープライズ株式会社 21,500,000円

4 株式会社ヤマソウ 東京支店 22,000,000円

5 株式会社町田清掃社 22,400,000円

6 内外サービス株式会社 23,100,000円

7 淺間保全工業株式会社 23,800,000円

備考 【概要】
簡易ビデオカメラ点検工　11980.4ｍ
管内潜行目視調査工　4727.6ｍ
人孔目視調査工　435基
人孔蓋点検工　　435基
取付管テレビカメラ調査工　85箇所
報告書作成工　一式
仮設工　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00252 件名

内部発注番号 513
市民会館ホール系統空調設備改良工事入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18日 9時06分

予定価格 12,272,040円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生2455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 11,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲工業株式会社 11,300,000円 落札

2 株式会社新和 11,350,000円

3 株式会社奥山設備 11,360,000円

4 株式会社福島工業所 11,363,000円

5 大成温調株式会社 多摩営業所

辞退

6 東京冷機工業株式会社 多摩営業所

辞退

7 東京環境プラント株式会社

辞退

備考 【概要】
エアハンドリングユニット（５基）　部品交換工事　一式
冷却塔（２基）　部品交換工事　一式
冷却水ポンプ（７基）　部品交換工事　一式
揚水ポンプ（１基）　部品交換工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　10,226,000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 2019-00243 件名

内部発注番号 522
さくら会館冷暖房空調設備改良工事入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18日 9時10分

予定価格 7,831,080円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜163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 7,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲工業株式会社 7,000,000円 落札

2 株式会社奥山設備 7,100,000円

3 ムサシノアロー株式会社 7,147,000円

4 株式会社森田工業所 7,240,000円

5 株式会社浅井設備 7,245,000円

6 株式会社大基 7,250,000円

備考 【概要】
集会室E　室外機１台　撤去新設　室内機６台　撤去新設
　　　　 天井張替　102㎡
 
※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 2019-00253 件名

内部発注番号 499
複合型介護予防教室委託入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18日 9時59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199番地１　わかたけ会館外４箇所

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 医療法人社団和風会

所在地 東京都青梅市長淵九丁目１４１２番地の４

落札金額 4,384,473円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団和風会 4,384,473円 落札

2 有限会社ハイライフサポート 9,976,800円

3 株式会社ワコーインターナショナル

辞退

4 株式会社ジェイレック 調布支店

無効

5 株式会社東京アスレティッククラブ

不参

6 株式会社コナミスポーツクラブ

不参

備考 【概要】
介護認定がなく、総合事業対象者に該当しない65歳以上の高齢者に対する介護予防のための教室。介護予防の講座、運動
器の機能向上、口腔機能向上、栄養改善のプログラムを複合的に実施する教室。１クールあたりの単価契約とし、12クール
を実施予定。
 
※12クール分と体験教室１回分の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 2019-00244 件名

内部発注番号 507
リサイクルセンター長寿命化総合計画策定支援業

務委託
入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18日 9時43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１ 124 土木・水系関係調査業務 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 123 都市計画・交通関係調査業務 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目３ 125 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 株式会社東和テクノロジー 東京支店

所在地 東京都江東区佐賀一丁目２番１号

落札金額 4,100,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社東和テクノロジー 東京支店 4,100,000円 落札

2 パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本
社

6,200,000円

3 株式会社エイト日本技術開発 東京支社 6,200,000円

4 株式会社日産技術コンサルタント 東京支社 6,500,000円

5 国際航業株式会社 多摩営業所 8,000,000円

6 日本水工設計株式会社 東京支社 8,100,000円

備考 【概要】
長寿命化総合計画を策定する上で必要な調査等の支援を行い、ストックマネジメントに基づく、効率的な更新整備や保全管
理の充実した計画の策定に活用できる資料の作成を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00254 件名

内部発注番号 494
武蔵野工業線地区及び志茂中央線地区地区計画

策定支援委託
入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18日 10時02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武蔵野地内、大字福生字志茂地内、志茂地内

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 株式会社セット設計事務所

所在地 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号

落札金額 3,960,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社セット設計事務所 3,960,000円 落札

2 株式会社エイト日本技術開発 東京支社 4,280,000円

3 玉野総合コンサルタント株式会社 東京支店 4,800,000円

4 昭和株式会社 東京支社 5,300,000円

5 第一航業株式会社 西東京支店 7,000,000円

6 株式会社ヤチホ 多摩支店 8,300,000円

備考 【概要】
福生都市計画道路３・３・３０号線（武蔵野工業線）及び福生都市計画道路３・４・２号線
（志茂中央線）の進捗に合わせ、沿道の土地利用転換のため用途地域等の変更を行う必要が
あることから、武蔵野工業線地区及び志茂中央線地区における地区計画の策定と用途地域等
の変更に必要な業務の支援を委託するものである。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00245 件名

内部発注番号 550
新扶桑会館備品購入（会議用机外）入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18日 9時34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５

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 6,180,000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 6,180,000円 落札

2 有限会社ヤマシン 6,320,000円

3 有限会社いずみ堂 6,324,900円

4 いさみや 6,339,500円

5 有限会社メディア・ワールド 6,361,800円

6 株式会社ツクモ商事 6,413,790円

備考 【概要】
会議用机　　　　　 36台
会議用椅子　　　　108脚　
和座チェアー　　　 48脚
２ウェイ折脚机      8台　外
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00255 件名

内部発注番号 530
高齢者認知症予防教室委託入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18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 東京都福生市南田園三丁目６番地１　田園会館

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 医療法人社団和風会

所在地 東京都青梅市長淵九丁目１４１２番地の４

落札金額 1,298,580円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団和風会 1,298,580円 落札

2 有限会社ハイライフサポート 2,430,000円

3 株式会社河合楽器製作所 立川公教販店 2,463,000円

4 東京体育機器株式会社 2,600,000円

5 シンコースポーツ株式会社 西東京支店

不参

備考 【概要】
介護認定のない65歳以上の高齢者に対する、介護予防のための認知症予防プログラムを実施する。１クールあたりの単価
契約とし、３クールを実施予定。
 
※３クール分の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 2019-00246 件名

内部発注番号 502
福生市事業継続計画（地震編）改定委託入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18日 10時19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 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 3,140,000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 3,140,000円 落札

2 ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 3,429,027円

3 株式会社防災都市計画研究所 3,700,000円

4 株式会社総合防災ソリューション 3,840,000円

5 株式会社ＭＪＣ 減災事業部

辞退

6 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社

不参

備考 【概要】
平成25年度に策定した福生市事業継続計画（地震編）の改定委託
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00256 件名

内部発注番号 544
公害関係分析委託入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18日 13時11分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

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 エヌエス環境株式会社 東京営業所

所在地 東京都港区芝公園一丁目２番９号

落札金額 1,680,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 エヌエス環境株式会社 東京営業所 1,780,000円 1,680,000円 落札

2 株式会社日本公害管理センター 八王子事業
所

3,650,700円

辞退

3 株式会社サンコー環境調査センター 多摩営業
所

2,030,000円

辞退

4 株式会社新環境分析センター 関東営業所 2,759,500円

辞退

5 株式会社東京環境測定センター

辞退 ＊＊

備考 【概要】
水質・大気等について分析業務を委託する。
１、多摩川合同採水分析　２、浮遊粉じん分析　３、燃料油分析「イオウ濃度」
４、大気汚染分析「二酸化窒素」　５、工場排水分析　６、地下水汚染調査　７、河川水質調査
８、雨水管水質調査「横田基地分」
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00247 件名

内部発注番号 566
公園工事積算システムプログラム使用入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18日 10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 東京センチュリー株式会社

所在地 東京都千代田区神田練塀町3番地

落札金額 3,834,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東京センチュリー株式会社 3,834,000円 落札

2 日通商事株式会社 東京支店

辞退

3 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

4 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

5 リコーリース株式会社

辞退

6 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

備考 【概要】
集会室E　室外機１台　撤去新設　室内機６台　撤去新設
　　　　 天井張替　102㎡
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00257 件名

内部発注番号 545
自動車騒音調査等委託入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18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 東京都福生市内

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 環境リサーチ株式会社

所在地 東京都八王子市小門町１０４番地

落札金額 1,480,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 環境リサーチ株式会社 1,480,000円 落札

2 エヌエス環境株式会社 東京営業所 1,520,000円

3 株式会社アクト音響振動調査事務所 東京営業
所

1,590,000円

4 株式会社上総環境調査センター 東京営業所 2,300,000円

5 株式会社東京環境測定センター

辞退

備考 【概要】
騒音規制法第17条及び第18条、振動規制法第16条に基づき、福生市内における道路交通騒音
等の継続的監視として、幹線道路の自動車騒音等の状況について調査を実施する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00248 件名

内部発注番号 514
市営プールシャワー給湯器改良工事入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18日 10時37分

予定価格 3,710,880円

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８番地４

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 株式会社三和

所在地 東京都立川市錦町六丁目24番14号日野橋立川ビル3階

落札金額 2,686,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社三和 2,686,000円 落札

2 株式会社森田工業所 3,045,000円

3 羽村設備株式会社 3,160,000円

4 有限会社加藤設備

辞退

5 安藤設備株式会社

不参

6 水越設備株式会社

不参

備考 【概要】
ガス給湯器　撤去新設　２台
ガスマルチ給湯器　撤去新設　１台
 
※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 2019-00258 件名

内部発注番号 564
各小・中学校プール施設保守委託入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18日 10時42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 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 八洲環境保全有限会社

所在地 東京都青梅市今井一丁目１２２番地

落札金額 1,680,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八洲環境保全有限会社 1,680,000円 落札

2 株式会社森田工業所 1,830,000円

3 土屋建設株式会社

辞退

4 有限会社加藤設備

辞退

5 安藤設備株式会社

不参

備考 【概要】
プール施設保守
　給水栓開・閉栓工　10校
　清掃工　　　　　　10校
　循環装置保守工　　10校
　シャワー等保守工　10校
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00249 件名

内部発注番号 565
公園工事積算システム電算機借上入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18日 10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 1,176,000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 1,176,000円 落札

2 日本教育情報機器株式会社

辞退

3 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

4 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

5 富士通リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
賃貸借期間　平成31年６月１日から平成36年５月31日　５年（60箇月）
機器　サーバーパソコン（デスクトップ型）　１台
　　　クライアントパソコン（ノートブック型）　１台
　　　Ａ３対応カラースキャナプリンタ複合機　１台
　　　ネットワーク関連機器　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00250 件名

内部発注番号 559
旧東海居防犯カメラ借上入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18日 11時04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1773番地２

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 776,900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 776,900円 落札

2 東洋通信工業株式会社 1,006,274円

3 綜合警備保障株式会社 南多摩支社 1,264,800円

4 セコムクレジット株式会社

辞退

5 株式会社ユニティー

不参

備考 【概要】
【34箇月長期継続契約】
・監視カメラ設置　４台（210万画素以上）　　　　・モニター　１台（17インチ以上）
・録画機器　　　　１台（搭載容量２TB以上）　　・録画機器及びモニター用ラック１台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00251 件名

内部発注番号 512
市勢要覧作成委託入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18日 11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１ 101 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 高橋事ム所デザインワークス

所在地 東京都福生市武蔵野台二丁目1番１３号

落札金額 912,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 高橋事ム所デザインワークス 912,000円 落札

2 株式会社武揚堂 1,700,000円

3 株式会社サンニチ印刷 東京支社 4,000,000円

4 有限会社セイビ印刷所

辞退

5 ニッセイエブロ株式会社

不参

備考 【概要】
市の魅力を紹介する冊子として５年に１回発行している。翌年度（平成32年度）に市制施行50周年を迎えるにあたり、記念誌
として作成委託を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00263 件名

内部発注番号 642
プレミアム付商品券事業業務委託（労働者派遣）入札見積締切日時 2019年4月17日 17時00分

開札日時 2019年4月18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番地及び18番地

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 パーソルテンプスタッフ株式会社 東日本OS事業本部

所在地 東京都港区芝五丁目３３番１号森永プラザビル本館１４階

落札金額 12,296,900円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 パーソルテンプスタッフ株式会社 東日本OS事
業本部

12,296,900円 落札

2 株式会社ジェイエスキューブ 東部サービス部 12,517,470円

3 キャリアリンク株式会社

辞退

4 株式会社シグマスタッフ

辞退

5 マンパワーグループ株式会社

不参

6 株式会社バックスグループ

不参

7 ヒューマンリソシア株式会社

不参

備考 【概要】
委託概要
（１）コールセンター業務（市民からの問い合わせ対応等）
（２）受付業務（購入希望申請の受付、来庁者への対応等）
（３）事務処理業務（購入希望申請書の審査等）
 
※入札価格は税抜きです。


