
 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00095 件名

内部発注番号 348
福生公園管理委託入札見積締切日時 2018年3月5日 17時00分

開札日時 2018年3月6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 興國緑化株式会社 1,310,000円

3 株式会社福樹園 1,320,000円

4 立山産業株式会社 1,350,000円

5 有限会社エムアイティ 2,000,000円

備考 【概要】
除草及び公園清掃工　15回／月×12月
トイレ清掃工　15回／月×12月
植込地管理工　刈込物手入300㎡・熊笹手入800㎡
花壇管理工　施肥51㎡（17㎡×年３回）・花壇管理51㎡（17㎡×年３回）
　　　　　　花植え替え900株（300株×年３回）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00098 件名

内部発注番号 149
福生駅自由通路等清掃委託入札見積締切日時 2018年3月5日 17時00分

開札日時 2018年3月6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 株式会社マルデンコーポレーション 西多摩支
店

2,870,000円

3 株式会社オービーエス 2,900,000円

4 株式会社福樹園 3,000,000円

5 株式会社東広 3,200,000円

備考 【概要】
日常清掃（掃き拭き清掃、一日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～側面部、雨樋清掃）年２回
駅前広場植え込み内清掃（ゴミ収集等）52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 2018-00096 件名

内部発注番号 160
牛浜駅自由通路等清掃委託入札見積締切日時 2018年3月5日 17時00分

開札日時 2018年3月6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 550,000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 550,000円 決定

2 株式会社マルデンコーポレーション 西多摩支
店

680,000円

3 株式会社アンテック・オペレーション・システム 900,000円

4 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

5 株式会社イクプランニング

不参

備考 【概要】
自由通路
　床洗浄　年12回（階段含む、機械洗浄）
　エスカレーター及びエレベーター清掃（東口・西口・上り・下り　52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 2018-00081 件名

内部発注番号 196
福生市在宅老人等寝具乾燥車派遣事業委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7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 東京都福生市内

営業種目１ 128 クリーニング 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 サンテック青梅

所在地 東京都青梅市駒木町二丁目２９番７号

落札金額 2,450円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 サンテック青梅 2,450円 決定

2 株式会社安田商会

辞退

3 桜井寢具リース株式会社

辞退

4 株式会社ライトサンクリーン

不参

備考 【概要】
福生市在宅老人等寝具乾燥車派遣事業実施要綱に基づき、寝具の自然乾燥が困難な高齢者に対し、月に１度、寝具乾燥
車の派遣を委託する。
 
※単価契約案件のため、単価で見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00029 件名

内部発注番号 158
調理用白衣等クリーニング委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7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 東京都福生市大字熊川1606番地1　学校給食センター

営業種目１ 128 クリーニング 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 つばめ企業株式会社

所在地 東京都福生市牛浜１４５番地

落札金額 3,912,300円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 つばめ企業株式会社 3,912,300円 決定

2 小山株式会社 東京支店 4,202,100円

3 富士リネンサプライ株式会社 4,347,000円

4 東洋リネンサプライ株式会社

辞退

5 株式会社穂高リネンサプライ

辞退

6 株式会社東基

不参

備考 【概要】
学校給食センターで調理に使用する白衣のクリーニング業務
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積もり価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00013 件名

内部発注番号 114
プラント運転管理業務委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7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 東京都福生市熊川1566番地４

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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 メタウォーター株式会社 営業本部　東京営業部

所在地 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地

落札金額 6,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 メタウォーター株式会社 営業本部　東京営業
部

6,000,000円 決定

備考 【概要】
リサイクルセンターに搬入される各種ごみや資源を、施設全体の機能を適正に発揮させ、安全で効率的な中間処理をするた
め運転管理を行う。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00076 件名

内部発注番号 39
職員メンタルヘルス相談委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7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 東京都福生市本町５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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社ジャパンイーエーピーシステムズ

所在地 東京都新宿区高田馬場四丁目３番７号

落札金額 1,678,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジャパンイーエーピーシステムズ 1,678,500円 決定

備考 【概要】
業務委託内容
①管理監督者などからの相談対応②全職員からの相談対応③職場復帰支援④危機対応⑤啓発活動⑥ストレスチェック
⑦派遣相談
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00073 件名

内部発注番号 265
プラント保守委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7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 東京都福生市熊川1566番地４

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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 メタウォーター株式会社 営業本部　東京営業部

所在地 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地

落札金額 570,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 メタウォーター株式会社 営業本部　東京営業
部

570,000円 決定

備考 【概要】
リサイクルセンター内のプラント設備を常に良好に稼動させるために、定期的に保守点検を行う。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00072 件名

内部発注番号 264
設備保全管理技術支援委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9時44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１ 190 その他の業務委託等 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 公益財団法人東京都環境公社

所在地 東京都墨田区江東橋四丁目２６番５号

落札金額 672,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 公益財団法人東京都環境公社 672,000円 決定

備考 【概要】
リサイクルセンターの修繕計画、仕様、見積りの精査、修繕立会いによる施工監理等に係る技術支援を実施する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00014 件名

内部発注番号 7
庁用バス管理運転業務委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 10時43分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地外

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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 武州交通興業株式会社

所在地 東京都国分寺市西恋ケ窪一丁目４５番地１９

落札金額 7,056,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 武州交通興業株式会社 7,056,000円 決定

備考 【概要】
庁用バスの運行業務
法令等で定める各点検及び点検手続きの実施
始業点検表及び定期点検報告書に基づく日常点検　等
 
※固定経費について見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00071 件名

内部発注番号 285
外来生物防除委託（単価契約）入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7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 東京都福生市内全域

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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 特定非営利活動法人自然環境アカデミー

所在地 東京都福生市熊川３７８番地５

落札金額 1,470,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 特定非営利活動法人自然環境アカデミー 1,470,000円 決定

備考 【概要】
特定外来生物のアライグマ、外来生物のハクビシンによる文化財被害、農水産物被害、人への感染症被害を未然に防ぎ、
自然生態系の保全を図ることを目的に捕獲防除を行う。
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00031 件名

内部発注番号 157
市長車等運転業務委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 10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５番地外

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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 多摩興運株式会社

所在地 東京都多摩市乞田１４２６番地

落札金額 4,598,764円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 多摩興運株式会社 4,598,764円 決定

2 セントラルエンジニアリング株式会社 8,500,000円

3 株式会社セノン 12,796,690円

4 株式会社スペースアイ

辞退

5 株式会社牛走運送

辞退

6 杉並交通株式会社

不参

備考 【概要】
市長並びに理事者等が公務に際し利用する、市所有の市長車等の運転業務を自動車交通業者に委託する。
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00035 件名

内部発注番号 129
声の広報作成委託（単価契約）入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7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 東京都福生市内

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２ 101 印刷 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 社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会

所在地 東京都新宿区大久保三丁目１４番２０号

落札金額 1,860,540円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会 1,860,540円 決定

2 社会福祉法人桜雲会 1,988,240円

3 社会福祉法人日本盲人会連合 2,299,155円

4 社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

辞退

5 社会福祉法人日本キリスト教奉仕団 東京都板
橋福祉工場 不参

備考 【概要】
毎月2回（1号・15号）発行する広報ふっさの内容をCD版に録音し、希望した方へ郵送する。
 
※推定総額にて見積徴取を行った。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00078 件名

内部発注番号 234
療養費レセプト点検委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 118 医事業務 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 ガリバー・インターナショナル株式会社 東京本部

所在地 東京都中央区日本橋茅場町三丁目４番２号

落札金額 1,208,960円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ガリバー・インターナショナル株式会社 東京本
部

1,208,960円 決定

2 株式会社オークス 1,419,984円

3 株式会社エム・アイ・シー 1,747,520円

4 株式会社大正オーディット

辞退

5 株式会社メディブレーン 関東営業所

不参

備考 【概要】
療養費レセプト点検に係る業務委託
・はり灸、按摩、マッサージレセプト点検
・柔道整復レセプト点検
・照会文書発送、回収業務等
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00016 件名

内部発注番号 16
福祉バス運行委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9時09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１ 114 運搬請負 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 武州交通興業株式会社

所在地 東京都国分寺市西恋ケ窪一丁目４５番地１９

落札金額 20,664,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 武州交通興業株式会社 20,664,000円 決定

備考 【概要】
ノンステップバス２台により、高齢者等交通弱者のため、市内福祉施設等を利用する方の送迎を目的としてバスを運行する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00083 件名

内部発注番号 323
防災食育センター厨房機器保守委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 10時48分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1606番地１

営業種目１ 009 家電・カメラ・厨房機器等 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 株式会社アイホー 多摩営業所

所在地 東京都八王子市松木18－9

落札金額 1,923,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アイホー 多摩営業所 1,923,000円 決定

備考 【概要】
防災食育センター厨房機器の保守点検
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00079 件名

内部発注番号 92
横田基地汚水流量計保守点検委託H30入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9時52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１ 107 環境関係測定機器保守 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 株式会社エヌケーエス 東京営業所

所在地 東京都大田区西糀谷一丁目２５番５号

落札金額 617,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社エヌケーエス 東京営業所 617,000円 決定

備考 【概要】
【年間委託】
横田基地汚水流量計（武蔵野地区・西住宅地区）及び管理システム（本庁舎）の保守点検、維持管理
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00077 件名

内部発注番号 99
福生市防災行政無線保守点検委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9時41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１ 106 通信施設保守 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 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 2,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 田中電気株式会社 2,600,000円 決定

備考 【概要】
福生市防災行政無線　固定系及び移動系の年間保守点検委託
通常点検一式、総合点検一式及び必要に応じての臨時点検
 
※見積もり価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00075 件名

内部発注番号 71
各小・中学校非常通報装置保守委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 10時04分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1055番地外９箇所

営業種目１ 106 通信施設保守 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 テルウェル東日本株式会社

所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目１４番９号

落札金額 300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 テルウェル東日本株式会社 300,000円 決定

備考 【概要】
各小中学校の非常通報装置の機能が確実に作動するよう整備し、かつ誤報を防止するために定期点検やその他必要な補
修を行う。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00082 件名

内部発注番号 11
電話交換機保守委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 10時07分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 106 通信施設保守 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 東日本電信電話株式会社 東京事業部

所在地 東京都港区港南一丁目９番１号

落札金額 387,720円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東日本電信電話株式会社 東京事業部 387,720円 決定

備考 【概要】
電話交換機の予防保全及び点検を行う。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00036 件名

内部発注番号 205
福生市総合計画策定支援委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9時37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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 有限責任監査法人トーマツ

所在地 東京都港区港南二丁目１５番３号品川インターシティ

落札金額 9,228,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限責任監査法人トーマツ 9,228,000円 決定

備考 【概要】
福生市総合計画策定支援に係るコンサルティング業務を委託する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00074 件名

内部発注番号 94
丘の広場等管理委託入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7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５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 1,120,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社丸松造園 1,120,000円 決定

2 興國緑化株式会社 1,320,000円

3 有限会社福生造園 1,330,000円

4 有限会社村尾造園土木 1,330,000円

5 株式会社共進造園 1,350,000円

備考 【概要】
丘の広場の芝生管理及び庁舎の樹木剪定等を行う。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00028 件名

内部発注番号 127
育児ギフト配布委託（単価契約）入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7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 国内の配送先住所地

営業種目１ 028 百貨店・総合商社 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 株式会社そごう・西武 商事部

所在地 東京都千代田区九段北四丁目２番６号市ヶ谷ビル

落札金額 3,956,040円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社そごう・西武 商事部 3,956,040円 決定

備考 【概要】
市へ商品リスト等を納品し、商品リストにある商品の配送請求を受けた後、申込者へ商品の配送を行う。
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00088 件名

内部発注番号 367
福生南公園外４公園門扉管理委託入札見積締切日時 2018年3月7日 17時00分

開札日時 2018年3月8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 東京都福生市南田園一丁目１番地１外４箇所

営業種目１ 105 警備・受付等 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 株式会社星光

所在地 東京都青梅市河辺町六丁目２０番地１１

落札金額 2,730,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社星光 2,730,000円 決定

2 株式会社アイサービス 3,430,000円

3 株式会社マルデンコーポレーション 西多摩支
店

3,490,000円

4 株式会社オービーエス 3,550,000円

5 株式会社ジャパンビルホールディングス 多摩
営業所 辞退

備考 【概要】
福生南公園・福生かに坂公園・日光橋公園・福東トモダチ公園・多摩川中央公園の門扉開閉業務
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00086 件名

内部発注番号 356
防災食育センター警備委託入札見積締切日時 2018年3月7日 17時00分

開札日時 2018年3月8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 東京都福生市大字熊川1606番地１

営業種目１ 105 警備・受付等 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 セコム株式会社

所在地 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号

落札金額 372,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 372,000円

備考 【概要】
防災食育センターにおける警備業務（機械警備）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00085 件名

内部発注番号 291
市営競技場警備委託入札見積締切日時 2018年3月7日 17時00分

開札日時 2018年3月8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 東京都福生市福生3232番地

営業種目１ 105 警備・受付等 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 綜合警備保障株式会社 南多摩支社

所在地 東京都八王子市南町６番１０号

落札金額 343,200円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 綜合警備保障株式会社 南多摩支社 343,200円 決定

備考 【概要】
市営競技場（管理棟）における火災、盗難及びその他不良行為を排除し、財産の保全を機械警備により行う。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00084 件名

内部発注番号 42
扶桑会館及びかえで会館警備委託入札見積締切日時 2018年3月7日 17時00分

開札日時 2018年3月8日 9時44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１ 105 警備・受付等 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 セコム株式会社

所在地 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号

落札金額 408,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 408,000円 決定

備考 【概要】
扶桑会館及びかえで会館の防災サービス及び火災監視サービス
侵入異常、火災異常における緊急対処および、警察機関、消防機関への通報
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00026 件名

内部発注番号 70
各小・中学校警備委託入札見積締切日時 2018年3月7日 17時00分

開札日時 2018年3月8日 9時38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

営業種目１ 105 警備・受付等 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 セコム株式会社

所在地 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号

落札金額 3,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 3,000,000円

備考 【概要】
各小・中学校の夜間・休日等の警備業務を委託する。
小学校：７校　中学校：３校　計：10校
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00023 件名

内部発注番号 3
中央図書館警備委託入札見積締切日時 2018年3月7日 17時00分

開札日時 2018年3月8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 東京都福生市熊川850番地１

営業種目１ 105 警備・受付等 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 綜合警備保障株式会社 南多摩支社

所在地 東京都八王子市南町６番１０号

落札金額 330,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 綜合警備保障株式会社 南多摩支社 330,000円 決定

備考 【概要】
（中央図書館の警備）
警備システムによる閉館時間（夜間及び休館日）の警備
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00090 件名

内部発注番号 95
庁舎警備業務委託入札見積締切日時 2018年3月7日 17時00分

開札日時 2018年3月8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 東京都福生市本町５番地外

営業種目１ 105 警備・受付等 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 富士建物管理株式会社

所在地 東京都立川市羽衣町三丁目８番１１号

落札金額 2,262,750円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士建物管理株式会社 2,262,750円 決定

2 株式会社マルデンコーポレーション 西多摩支
店

2,392,050円

3 株式会社プロスペック 多摩支社 2,404,980円

4 八王子建物管理株式会社 2,443,770円

5 株式会社武翔総合管理 昭島支店 2,456,700円

備考 【概要】
庁舎警備業務
・市役所庁舎及びもくせい会館内巡回警備
・来庁者・訪問者及び電話の対応
・一部届出の受付業務等
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00089 件名

内部発注番号 243
福生南公園管理委託（常駐警備）入札見積締切日時 2018年3月7日 17時00分

開札日時 2018年3月8日 9時24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１番地１

営業種目１ 105 警備・受付等 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 株式会社桃源警備

所在地 東京都八王子市明神町四丁目７番１５号落合ビル８F

落札金額 440,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社桃源警備 440,000円 決定

2 株式会社アコス 羽村支店 520,000円

3 株式会社星光 600,000円

4 株式会社拓進総合管理 あきる野支店 800,000円

備考 【概要】
日曜・祝日及び５月・９月の連休中における駐車場整理
年間の延べ人員は、40名を上限とする
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00087 件名

内部発注番号 307
防犯カメラ保守委託入札見積締切日時 2018年3月7日 17時00分

開札日時 2018年3月8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 東京都福生市内小学校通学路35箇所

営業種目１ 106 通信施設保守 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 490,000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 490,000円 決定

備考 【概要】
福生市内小学校通学路に設置している防犯カメラの保守を委託する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00187 件名

内部発注番号 521
古民家警備委託入札見積締切日時 2018年3月22日 17時00分

開札日時 2018年3月23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 東京都福生市大字福生1158番地

営業種目１ 105 警備・受付等 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 セコム株式会社

所在地 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号

落札金額 396,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 396,000円 決定

備考 【概要】
防犯サービス及びフレームチェッカー監視サービス
自動火災報知設備通報サービス
各月における実施状況の報告
 
※見積価格は税抜きです。


