
 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00015 件名

内部発注番号 6
公園等ごみ回収委託入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4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１ 112 廃棄物処理 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 栄晃産業株式会社 羽村営業所

所在地 東京都羽村市栄町二丁目１１番２３号

落札金額 4,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 栄晃産業株式会社 羽村営業所 4,800,000円 決定

2 株式会社スイーピングサービス 5,400,000円

3 株式会社遠藤商会 6,840,000円

4 比留間運送株式会社 6,960,000円

5 株式会社星光 7,800,000円

6 株式会社エコワスプラント

辞退

備考 【概要】
市内76公園のごみを週１回収集し、リサイクルセンターへ運搬する。
さらに公園規模により、別に週１回収集・運搬する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00017 件名

内部発注番号 7
道路清掃委託（単価契約）入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4日 9時03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１ 110 道路・公園管理 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

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 130,100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 130,100円 決定

2 株式会社加藤商事 西多摩支店 141,100円

3 有限会社常盤組 144,600円

4 株式会社京葉興業 151,200円

5 有限会社中村組 153,100円

6 矢野口自工株式会社 162,100円

備考 【概要】
路面及び道路構造物の機能を維持するため
路面清掃、集水桝清掃、吸込そう清掃、管渠清掃ほかの作業を行う。
 
※見積価格は主要工種の合計金額です。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00068 件名

内部発注番号 44
第二学校給食センター下水道設備維持委託入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4日 9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1290番地

営業種目１ 112 廃棄物処理 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

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 363,000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 363,000円 決定

2 株式会社加藤商事 西多摩支店 396,000円

3 矢野口自工株式会社 450,000円

4 株式会社ハチオウ 500,000円

備考 【概要】
年間業務委託
グリストラップの汚泥引き抜き、清掃及び処理
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00069 件名

内部発注番号 46
第一学校給食センター廃水処理施設維持管理委

託
入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4日 9時11分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地

営業種目１ 112 廃棄物処理 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

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 2,182,200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 2,182,200円 決定

2 有限会社常盤組 2,458,200円

3 株式会社加藤商事 西多摩支店 2,553,200円

4 株式会社シンシア

不参

5 株式会社ＳＫＹ

不参

備考 【概要】
年間業務
排水施設の維持管理及び汚泥処理
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00070 件名

内部発注番号 47
学校給食センター不燃性廃棄物収集運搬処理委

託
入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4日 9時12分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地及び福生市福生1290番地

営業種目１ 112 廃棄物処理 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 福生産業有限会社

所在地 東京都福生市大字福生２１０番地５

落札金額 291,280円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 福生産業有限会社 291,280円 決定

2 栄晃産業株式会社 羽村営業所 320,000円

3 株式会社加藤商事 西多摩支店 374,000円

4 比留間運送株式会社 548,600円

備考 【概要】
年間業務
給食調理等で発生する不燃物収集運搬及び処理
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00071 件名

内部発注番号 59
中央図書館清掃委託入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4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 東京都福生市熊川850番地１

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 ビソー工業株式会社 小金井支店

所在地 東京都小金井市本町三丁目８番３号メゾンドォール佐藤１０５

落札金額 10,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ビソー工業株式会社 小金井支店 10,800,000円 決定

2 株式会社アイディ日本サービス 11,728,000円

3 株式会社日本環境ビルテック 多摩支店 11,980,000円

4 株式会社アイサービス 12,000,000円

5 株式会社新東管理 12,750,000円

6 有限会社戸口工業 東大和営業所 14,596,200円

7 株式会社シーアンドピー 15,000,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
日常清掃（週６回（休館日除く））、定期清掃（18回）、窓ガラス清掃（９回）、カーペット清掃（３回）、照明器具清掃（３回）、陶板
清掃（３回）、屋根清掃（３回）、受水槽清掃（３回）、水質検査（３回）、殺虫消毒（３回）、残留塩素測定（週１回）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00072 件名

内部発注番号 77
松林会館清掃委託入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4日 9時17分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市武蔵野台一丁目15番地１

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 有限会社ジェイクリーンサービス

所在地 東京都府中市西府町三丁目２２番地の３３

落札金額 1,491,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ジェイクリーンサービス 1,491,000円 決定

2 株式会社須田ビルメンテナンス 1,560,000円

3 株式会社トリートップ 多摩支店 1,572,000円

4 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 1,624,800円

5 株式会社シーアンドピー 1,640,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
松林会館の清掃を行う。
日常清掃（便所清掃含む）…月3回
ワックス清掃…月1回（年11回）
剥離清掃…年1回
ガラス清掃…年4回
ブラインド清掃…年1回
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00073 件名

内部発注番号 135
白梅会館清掃委託入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4日 9時19分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川559番地１

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 有限会社エムアイティ

所在地 東京都福生市南田園三丁目１８番４号

落札金額 1,490,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社エムアイティ 1,490,400円 決定

2 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 1,600,000円

3 株式会社オービーエス 1,650,000円

4 株式会社装建社 1,800,000円

5 株式会社雄水 2,370,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
　日常清掃（年24回）、定期清掃（年23回）、剥離清掃（年１回）
　ガラス清掃（年４回）、ブラインド清掃（年４回）
　
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00074 件名

内部発注番号 180
わかぎり会館清掃委託入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4日 9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1280番地１

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 有限会社エムアイティ

所在地 東京都福生市南田園三丁目１８番４号

落札金額 1,566,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社エムアイティ 1,566,000円 決定

2 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 1,630,000円

3 株式会社須田ビルメンテナンス 1,650,000円

4 株式会社オービーエス 1,700,000円

5 株式会社雄水 1,740,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
日常清掃（年40回）、定期清掃（年10回）、剥離清掃（年１回）、ガラス清掃（ブラインド清掃含む）（年２回）、照明器具清掃（年
１回）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00077 件名

内部発注番号 323
福生公園管理委託入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4日 9時28分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜165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 04 随意契約（見積競争）

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 1,100,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社丸松造園 1,100,000円 決定

2 有限会社村尾造園土木 1,200,000円

3 有限会社英造園 1,250,000円

4 有限会社福生造園 1,300,000円

5 株式会社エイト 西多摩支店 1,470,000円

備考 【概要】
年間委託
公園内清掃工　15回×12ケ月
トイレ清掃工　15回×12ケ月
植込地管理工　刈込物手入　300㎡
　　　　　　　熊笹手入　　800㎡
花壇管理工　　一式
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00078 件名

内部発注番号 26
ランチルーム清掃委託（その２）入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4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 東京都福生市熊川845番地外２箇所（福生第一・第二・第三中学校）

営業種目１ 112 廃棄物処理 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

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 577,500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 577,500円 決定

2 株式会社京葉興業 650,000円

3 有限会社常盤組 759,000円

4 株式会社太陽油化 770,000円

備考 【概要】
福生第一・第二・第三中学校ランチルーム　グリストラップ清掃
年11回（３校）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00079 件名

内部発注番号 435
牛浜駅自由通路等清掃委託入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4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 東京都福生市牛浜126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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社エイト 西多摩支店

所在地 東京都福生市福生2020－3

落札金額 480,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社エイト 西多摩支店 480,000円 決定

2 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 650,000円

3 株式会社東広 820,000円

4 株式会社丸松造園 850,000円

5 株式会社星光 1,800,000円

備考 【概要】
自由通路
　床洗浄　年12回（機械洗浄・階段含む）
　エスカレーター及びエレベーター清掃
　西口・東口・上り・下り　53回（週１回）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00081 件名

内部発注番号 141
プチギャラリー清掃委託入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4日 9時39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１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社三友

所在地 東京都福生市福生９１２番地

落札金額 856,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社三友 856,800円 決定

2 株式会社トリートップ 多摩支店 1,230,000円

3 株式会社アジャスト 小金井支店 1,260,000円

4 株式会社イクプランニング 1,830,000円

5 有限会社エムアイティ 3,072,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】平成28年4月1日～平成31年3月31日　36ヶ月間
定期清掃：年12回　日常清掃：年12回　壁清掃：年4回
一般ガラス清掃：年4回　特別ガラス清掃：2回
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00075 件名

内部発注番号 199
公共下水道管渠清掃委託（単価契約）H28入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4日 9時48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１ 113 管渠清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

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 301,750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 301,750円 決定

2 株式会社京葉興業 318,000円

3 有限会社常盤組 326,050円

4 有限会社中村組 358,000円

5 株式会社加藤商事 西多摩支店 359,400円

6 矢野口自工株式会社 363,800円

備考 【概要】
下水本管、汚水ます及び取付管、集水ます及び導水管等の緊急時の閉塞を高圧洗浄により解消する。
 
※見積価格は工種単価の合計金額です。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00082 件名

内部発注番号 149
扶桑会館及びかえで会館清掃委託入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4日 9時56分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1069番地１（扶桑会館）、福生市加美平一丁目20番地６（かえで会館）

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社アイディ日本サービス

所在地 東京都八王子市小比企町６０２番地３折原コーポ１０１号

落札金額 2,150,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アイディ日本サービス 3,000,000円 協議の結果、2,150,400円で
決定

2 株式会社トリートップ 多摩支店 3,400,000円

3 株式会社オービーエス 3,800,000円

4 株式会社装建社 3,850,000円

5 株式会社イクプランニング 4,541,120円

備考 【2年長期継続契約】
扶桑会館及びかえで会館の清掃業務一式
定期清掃（床ワックス掛及び便所清掃）　月２回×６月、月１回×６月　854.14㎡
随時清掃（掃き掃除及び拭き掃除）　月２回×６月、月１回×６月　854.14㎡
ガラス清掃　年４回　297.55㎡
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00076 件名

内部発注番号 293
備品等一時保管施設清掃委託入札見積締切日時 2016年3月3日 17時00分

開札日時 2016年3月4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 東京都福生市志茂239番地３

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社三友

所在地 東京都福生市福生９１２番地

落札金額 268,320円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社三友 268,320円 決定

2 有限会社エムアイティ 270,000円

3 テルウェル東日本株式会社 287,000円

4 株式会社エイト 西多摩支店 650,000円

備考 【概要】
【14か月長期継続契約】
備品等一時保管施設清掃　一式
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00080 件名

内部発注番号 436
福生駅自由通路等清掃委託入札見積締切日時 2016年3月11日 17時00分

開札日時 2016年3月14日 9時02分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生及び東町地内

営業種目１ 110 道路・公園管理 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社エイト 西多摩支店

所在地 東京都福生市福生2020－3

落札金額 1,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社エイト 西多摩支店 1,900,000円 決定

2 株式会社東広 2,800,000円

3 株式会社オービーエス 2,900,000円

4 立山産業株式会社 3,000,000円

5 有限会社福生造園 3,100,000円

備考 【概要】
日常清掃（掃き拭き清掃、１日２時間・２名以上）260回（週５回）
定期清掃（洗浄、拭き上げ清掃）12回（月１回）
自由通路清掃（ガラス清掃～屋根・ドーム部・側面、雨樋清掃）年２回
駅前広場植え込み内清掃（ゴミ収集等）53回（週１回）
 
※見積価格は税抜きです。


