
 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00004 件名

内部発注番号 23
福祉バス運行委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016年3月7日 9時05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 2016-00007 件名

内部発注番号 49
プラント運転管理業務委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016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 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 2016-00051 件名

内部発注番号 223
設備保全管理技術支援委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016年3月7日 9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 666,000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 666,000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 2016-00052 件名

内部発注番号 11
福生市長選挙ポスター掲示場設置撤去委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016年3月7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 東京都福生市本町５番地外

営業種目１ 024 標識・看板等 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 株式会社コーエー 東京支店

所在地 東京都中央区日本橋人形町一丁目18番9号

落札金額 711,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社コーエー 東京支店 711,000円 決定

2 株式会社セレスポ 西東京支店 950,000円

3 有限会社ヒロタユニフォーム 987,500円

4 株式会社麻生徽章 1,027,000円

5 株式会社ムラック 東京支店 1,296,000円

備考 【概要】
２段４区画６面の掲示場79箇所の設置及び撤去
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00053 件名

内部発注番号 18
福生市長選挙開票所設営委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016年3月7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 東京都福生市北田園１丁目１番地１（福生市立福生第七小学校体育館）

営業種目１ 120 催事関係業務 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 株式会社セブンサービス企画装飾 西東京営業所

所在地 東京都立川市錦町二丁目１番地３２号ハイムスージ３０２号室

落札金額 400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社セブンサービス企画装飾 西東京営
業所

400,000円 決定

2 株式会社セレスポ 西東京支店 420,000円

3 株式会社アクティオ プラザ事業部 639,900円

4 株式会社日本レクリエーシヨンサービスセンタ
ー

700,000円

備考 【概要】
開票所の設営・撤去
体育館床面に養生シートを敷き詰める（約６８０㎡）
開票所図面に従い、机８７台と椅子５５脚（体育館備品）を配置等
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00054 件名

内部発注番号 45
庁用バス管理運転業務委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016年3月7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

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】
庁用バス管理運転業務一式
 
※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 2016-00055 件名

内部発注番号 93
福生市防災行政無線保守点検委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016年3月7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
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00056 件名

内部発注番号 100
声の広報作成委託（単価契約）入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016年3月7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 1,841,912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 1,841,912円 決定

2 社会福祉法人桜雲会 2,010,720円

3 社会福祉法人日本盲人会連合 2,321,460円

4 社会福祉法人東京光の家

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、登録している視覚障害者宅へ郵送する。
 
※推定総額で見積徴取を行った。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00057 件名

内部発注番号 169
丘の広場等管理委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016年3月7日 9時26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 1,070,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社丸松造園 1,070,000円 決定

2 有限会社村尾造園土木 1,300,000円

3 立山産業株式会社 1,300,000円

4 株式会社共進造園 1,320,000円

5 有限会社英造園 1,350,000円

備考 【概要】
丘の広場等管理一式
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00061 件名

内部発注番号 215
市長車等運転業務委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016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 4,418,764円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 多摩興運株式会社 4,418,764円 決定

2 株式会社セノン 8,183,450円

3 武州交通興業株式会社

辞退

4 大新東株式会社

辞退

5 三陽自動車株式会社

辞退

6 総合観光バス株式会社

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 2016-00058 件名

内部発注番号 205
外来生物防除委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016年3月7日 9時47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 730,000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 730,000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。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00059 件名

内部発注番号 207
横田基地汚水流量計保守点検委託H28入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016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 東京都福生市内

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 610,000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 610,000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 2016-00060 件名

内部発注番号 213
プラント保守委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016年3月7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 2016-00062 件名

内部発注番号 284
電話交換機保守委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016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

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 ビジネス＆オフィス営業推進本部

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 ビジネス＆オフィス
営業推進本部

387,720円 決定

備考 【概要】
電話交換機保守一式
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00063 件名

内部発注番号 351
職員メンタルヘルス相談委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016年3月7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１ 190 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
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00065 件名

内部発注番号 383
療養費レセプト点検委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016年3月7日 10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 1,381,760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

1,381,760円 決定

2 株式会社オークス 1,421,060円

3 株式会社エム・アイ・シー 1,617,280円

4 株式会社エム・エイチ・アイ

辞退

5 株式会社ニチイ学館

辞退

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 2016-00066 件名

内部発注番号 297
各小・中学校非常通報装置保守委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016年3月7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】
　不測の事態の際、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に、常に整備された状態を保ち、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 2016-00090 件名

内部発注番号 48
学校給食センター食器洗浄機等保守点検委託入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016年3月7日 10時18分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地及び福生市福生1290番地

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 株式会社中西製作所 多摩営業所

所在地 東京都府中市四谷三丁目４６番１号

落札金額 780,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社中西製作所 多摩営業所 780,000円 決定

備考 【概要】
年間業務
食器洗浄機等保守点検
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00064 件名

内部発注番号 312
臨時福祉給付金等給付業務委託（労働者派遣）入札見積締切日時 2016年3月4日 17時00分

開札日時 2016年3月7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 東京都福生市本町５番地（福生市福祉保健部社会福祉課及び発注者指定の場所）

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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 マンパワーグループ株式会社

所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号横浜ランドマークタワー

落札金額 3,500,350円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 マンパワーグループ株式会社 3,500,350円 決定

2 富士ソフトサービスビューロ株式会社 3,665,137円

3 テンプスタッフ株式会社 公共サービス部 5,042,800円

4 株式会社新日本コンピュータサービス

不参

5 ヒューマンタッチ株式会社

不参

6 キャリアリンク株式会社

不参

備考 【概要】
福生市年金生活者等支援臨時福祉給付金業務に関する労働者派遣業務
 
※見積価格は税抜きです。



託 件 名 事業実績・調整交付金システム保守委託

履 行 場 所 福生市本町５番地

概 要

コクホ・ライン、調交システム年間保守　一式

東京都地方単独システム保守　　　　　　一式

履 行 期 間 平成 28年  4月  1日  から  平成 29年  3月 31日  まで

契 約 区 分 総価契約(単年総価契約) 入 札 方 法 随意契約

業 種 0121 情報処理業務

入 札 ・ 見 積 日 平成 28年  3月 18日  午後3時00分  総務部契約管財課契約係
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件　　　  名 事業実績・調整交付金システム保守委託

入　　　札　・　見　　　積　



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00194 件名

内部発注番号 13
投票受付事務等労働者派遣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 株式会社ヒューマントラスト 営業本部

所在地 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号丸の内北口ビルディング3階

落札金額 1,185,488円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヒューマントラスト 営業本部 1,185,488円 決定

2 ランスタッド株式会社 1,246,888円

3 テンブロス株式会社 新宿オフィス

辞退

4 株式会社ザ・アール

辞退

5 マンパワーグループ株式会社

辞退

備考 【概要】
期日前投票受付事務等業務　５名×６日間
当日投票受付等業務　各投票所２名×11箇所
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00005 件名

内部発注番号 57
指定収集袋製造等委託（単価契約）入札見積締切日時 2016年3月14日 17時00分

開札日時 2016年3月15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 大倉工業株式会社 東京支店

所在地 東京都豊島区東池袋３丁目１３番２号

落札金額 25,325,680円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 大倉工業株式会社 東京支店 25,325,680円 決定

備考 【概要】
指定収集袋製造・配送・在庫管理一式
指定収集袋による一般廃棄物収集に対応するため、指定収集袋を製造し、在庫管理を行いながら取扱店へ配送し、納品し
た数量・在庫数を管理するまでの業務を行う。
指定収集袋は燃やせるごみ用（水色）・燃やせないごみ用（黄色）の二種類あり、大きさがミニ・小・中・大の四種類ある。
 
※推定総額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 2016-00198 件名

内部発注番号 474
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 2016年3月14日 17時00分

開札日時 2016年3月15日 10時49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 2,300円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 サンテック青梅 2,350円 協議の結果、2,300円で決定

2 株式会社ライトサンクリーン 3,800円

3 山下寝具株式会社

辞退

4 松本寝具株式会社

辞退

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、月に一度寝具乾燥車
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 2016-00008 件名

内部発注番号 78
電算機保守委託（住民情報システム機器）入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016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１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 3,270,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 3,270,000円 決定

備考 【概要】
住民情報システム「e-SUITE」稼動のための機器保守委託
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00014 件名

内部発注番号 152
新公会計制度運用支援委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8日 9時05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 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 2,808,000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 2,808,000円 決定

備考 【概要】
新公会計制度の運用に当たり、専門的な知識と経験を有した者の支援により事務の円滑化を図ることを目的とする。
（１）財務諸表の作成に関する支援
（２）財務諸表の活用に関する支援
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00022 件名

内部発注番号 12
固定資産税電算委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 7,856,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 7,856,500円 決定

備考 【概要】
固定資産税・都市計画税賦課事務に伴う電算業務委託
納税通知書・課税明細書の印刷・加工処理
縦覧帳簿の印刷
概要調書等の作成など
適正な課税及び課税情報の管理に伴う業務委託
 
※推定総額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 2016-00023 件名

内部発注番号 228
臨時福祉給付金等給付業務委託（申請書等作成

）
入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 3,029,850円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 3,029,850円 決定

備考 【概要】
給付金給付業務に使用する申請書等の作成及び申請書の封入封緘を委託する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00091 件名

内部発注番号 15
福生市長選挙入場整理券作成委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 550,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 550,000円 決定

備考 【概要】
福生市指定の入場整理券に有権者の住所、氏名、投票所名等の印刷
４７，０７９枚（参考値）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00092 件名

内部発注番号 88
家庭児童相談システム保守委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 東京都福生市北田園二丁目５番地７ 外

営業種目１ 121 情報処理業務 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 北日本コンピューターサービス株式会社

所在地 秋田県秋田市南通築地１５番３２号

落札金額 360,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 北日本コンピューターサービス株式会社 360,000円 決定

備考 【概要】
家庭児童相談システムを円滑に利用するため、操作問合せやハードウェア障害等に随時対応する。保守対応機関　平日
８時30分から17時15分
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00093 件名

内部発注番号 31
画地認定業務委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 117 航空写真・図面製作 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 株式会社パスコ 東京支店

所在地 東京都目黒区東山一丁目１番２号

落札金額 1,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社パスコ 東京支店 1,500,000円 決定

備考 【概要】
画地認定業務（土地現況図の作成）一式
　土地公図分合筆修正　700筆
　現地調査図作成　　　 14冊
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00094 件名

内部発注番号 72
住民情報システム運用管理委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 東京都福生市本町５番地外

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 5,796,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 5,796,000円 決定

備考 【概要】
住民情報システム「e-SUITE」を円滑に稼動するための運用管理委託
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00095 件名

内部発注番号 90
電算機保守委託（住民基本台帳ネットワークシス

テム連携機器）
入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8日 9時23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１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 680,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 680,000円 決定

備考 【概要】
【年間契約】
住民基本台帳ネットワークシステム連携機器を円滑に稼動するための保守委託
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00096 件名

内部発注番号 110
電算業務支援委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 アデコ株式会社

所在地 東京都港区南青山一丁目１５番９号第４５興和ビル

落札金額 6,529,248円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 アデコ株式会社 6,529,248円 決定

2 マンパワーグループ株式会社 9,120,000円

3 ヒューマンタッチ株式会社

辞退

4 株式会社新日本コンピュータサービス

不参

5 株式会社ブレインワークス 東京本社

不参

6 株式会社日東テクノブレーン

不参

備考 【概要】
【年間契約】
情報システム課業務の補助及び庁内及び出先施設等の各システムに関するヘルプデスク等業務委託
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00098 件名

内部発注番号 121
後期高齢者医療保険料収納代行業務に伴うシス

テム改良委託
入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8日 9時29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１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 1,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 1,600,000円 決定

備考 【概要】
本委託は、平成28年度の当初納通分より福生市が後期高齢者医療保険料のコンビニエンスストア収納を実施するにあたり、
その体制を整備するため、収納課と後期高齢医療係のシステムの変更、調整等を委託するものである。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00099 件名

内部発注番号 139
財務会計システム保守委託（その２）入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社日立公共システム 営業本部

所在地 東京都江東区東陽二丁目４番１８号

落札金額 1,986,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社日立公共システム 営業本部 1,986,000円 決定

備考 【概要】
財務会計システムに関するソフトウェア・機器・システム運用サポート等についての保守を委託する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00101 件名

内部発注番号 155
福生市立図書館電算機保守委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8日 9時36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外３箇所

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社富士通マーケティング 首都圏営業本部南関東支社多摩支店

所在地 東京都立川市曙町二丁目３６番２号

落札金額 1,152,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社富士通マーケティング 首都圏営業本
部南関東支社多摩支店

1,152,000円 決定

備考 【概要】
業務用電算機保守委託
業務範囲
①クライアント・ルータ・ハブ・プリンタ等
②複合機・スキャナー・レシートプリンタ等
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00102 件名

内部発注番号 158
福生市立図書館電算システム保守委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 東京都福生市熊川850番地１外３箇所

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社富士通マーケティング 首都圏営業本部南関東支社多摩支店

所在地 東京都立川市曙町二丁目３６番２号

落札金額 1,680,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社富士通マーケティング 首都圏営業本
部南関東支社多摩支店

1,680,000円 決定

備考 【概要】
①プログラムライセンス管理
　電算システム・ウイルス対策ソフト
②SEサポート、障害時のシステム復旧作業、相談対応、ウィルス対策ソフトのレベルアップ、電算システムのレベルアップモ
ジュールの適用等
③ホームページの運用支援
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00103 件名

内部発注番号 170
会議録データ作成委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社大和速記情報センター

所在地 東京都港区新橋五丁目１３番１号新橋菊栄ビル３階

落札金額 700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社大和速記情報センター 700,000円 決定

備考 【概要】
【単価契約】
　本会議定例会、委員会、協議会の会議録を、会議録検索システム用にデータ調整し、システムにインストールする。
 
※推定総額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 2016-00104 件名

内部発注番号 176
議会中継配信システム電算委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジェイ・フィット

所在地 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目６番２３号博多駅前第２ビル３階

落札金額 1,046,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジェイ・フィット 1,046,400円 決定

備考 【概要】
以下の業務（サービス）をＡＳＰ方式により提供すること
（1）市議会本会議のインターネットによるライブ中継及び録画映像配信業務
（2）ライブ中継及び録画映像配信に必要なシステムの運用・保守及び中継用ホームページの運用・保守
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00105 件名

内部発注番号 210
文書管理システム保守委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社内田洋行 営業本部

所在地 東京都江東区東陽二丁目３番25号

落札金額 1,080,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社内田洋行 営業本部 1,080,000円 決定

備考 【概要】
文書管理システムの保守について委託を行う。
・リビジョンアップ対応
・パッケージ保守対応
・運用支援作業
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00106 件名

内部発注番号 225
臨時福祉給付金等給付事業電算委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 東京都福生市本町５番地外

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 5,350,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 5,350,000円 決定

備考 【概要】
１　低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金
２　平成２８年度簡素な給付措置（臨時福祉給付金）
３　低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金
について、市の福祉関係部門、住民基本台帳関係部門、税務関係部門等にまたがる業務の展開が必要であり、関係部門の
間の緊密な連携、協力体制が必要不可欠となる。このため、各部門との情報共有ができ、且つ対象者の管理を行えるシステ
ムの構築導入を行う。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00107 件名

内部発注番号 226
下水道管理システム保守委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8日 9時47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１ 121 情報処理業務 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 株式会社アスコ 東京本社営業部

所在地 東京都中央区日本橋富沢町９番１９号

落札金額 910,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アスコ 東京本社営業部 910,000円 決定

備考 【概要】
【年間契約】
 下水道情報管理システムの保守点検、バックアップデータの作成等システムの保守管理
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00108 件名

内部発注番号 243
地域包括支援センターシステム保守委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8日 9時49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１ 121 情報処理業務 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 日本事務器株式会社 首都圏支社

所在地 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号

落札金額 1,503,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本事務器株式会社 首都圏支社 1,503,600円 決定

備考 【概要】
地域包括支援センターシステムに障害が発生した場合、電話又は訪問で保守対応を実施する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00109 件名

内部発注番号 244
市民税電算委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8日 9時51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１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 8,920,450円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 8,920,450円 決定

備考 【概要】
住民税賦課業務に伴う電算業務委託
（当初課税処理・特別徴収税額通知作成・普通徴収納税通知書作成・課税状況調作成・市都民税申告書作成・給与支払報
告書等の入力処理）
 
※推定総額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 2016-00110 件名

内部発注番号 279
総合行政ネットワーク保守委託（総合行政ネットワ

ーク関連機器）
入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8日 9時53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１ 121 情報処理業務 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 日本電子計算株式会社

所在地 東京都江東区東陽二丁目４番２４号

落札金額 361,200円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本電子計算株式会社 361,200円 決定

備考 【概要】
LGWAN接続関連機器の保守委託を行う。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00111 件名

内部発注番号 269
土木工事積算システム保守委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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１ 121 情報処理業務 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 株式会社横浜電算

所在地 神奈川県横浜市西区楠町４番地７ニッセイ横浜楠町ビル８階

落札金額 876,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社横浜電算 876,000円 決定

備考 【概要】
土木工事積算システム保守　一式
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00113 件名

内部発注番号 320
家屋評価システム保守委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8日 9時57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１ 121 情報処理業務 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 ＮＴＴ－ＡＴエムタック株式会社

所在地 東京都新宿区新宿二丁目１３番１２号

落札金額 486,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ＮＴＴ－ＡＴエムタック株式会社 486,000円 決定

備考 【概要】
家屋評価システム保守　平成28年4月～平成29年3月　12か月間
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00114 件名

内部発注番号 321
土地家屋現況図修正委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 117 航空写真・図面製作 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 第一航業株式会社 西東京支店

所在地 東京都三鷹市下連雀一丁目２４番２号

落札金額 1,130,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 第一航業株式会社 西東京支店 1,130,000円 決定

2 株式会社カワコン 東京支店 1,150,000円

3 株式会社ヤチホ 多摩支店 1,300,000円

4 朝日航洋株式会社 東京空情支社 2,000,000円

5 株式会社ＴＤＳ

不参

備考 【概要】
土地家屋現況図修正
家屋現況図　29面　家屋形状データ　家屋番号データ　入力・修正
土地家屋現況図　29面　分合筆データ　地番データ　家屋形状データ　入力・修正
製本4冊
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00116 件名

内部発注番号 322
人事給与システム保守委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 東京都福生市本町５番地外

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 336,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 336,000円 決定

備考 【概要】
人事給与システムに係るデータセンターでの機器の保守運用管理
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00117 件名

内部発注番号 327
子育てモバイルサービス運用保守委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 東京都福生市福生2125番地３　ほか

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社ミラボ

所在地 東京都千代田区九段北四丁目３番２２号日本ドクターズビル２階

落札金額 446,880円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ミラボ 446,880円 決定

備考 【概要】
「福生市予防接種・子育て健康ナビ」の運用、保守の委託
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00118 件名

内部発注番号 364
施設台帳整備委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8日 10時09分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社ヤチホ 多摩支店

所在地 東京都東久留米市八幡町一丁目３番３３号

落札金額 480,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヤチホ 多摩支店 480,000円 決定

備考 【概要】
①公立学校施設の実態調査に伴う公立学校施設台帳更新作業・図面修正作業
　（「公立学校施設台帳システム」及び「ザ・文教」を利用し実施）
②「公立学校施設台帳システム」及び「ザ・文教」の保守
③「学校施設管理システム」の保守
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00120 件名

内部発注番号 350
電算機保守委託（戸籍システム）入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 121 情報処理業務 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 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 営業本部　公共システム営業事業部　首都圏支店

所在地 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番

落札金額 3,120,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 営
業本部　公共システム営業事業部　首都圏支
店

3,120,000円 決定

備考 【概要】
戸籍システム用機器装置及び戸籍総合システム・ブックレス、戸籍副本データ管理システム対応連携ソフトウェア等ソフト一
式
機器装置定期点検、調整、不良部品の交換等
ソフトウェア機能を円滑かつ効果的に運用するよう保守業務を行う。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00121 件名

内部発注番号 357
保険税業務電算委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8日 10時14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１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 2,061,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 2,061,000円 決定

備考 【概要】
本算定処理　データ作成　　　一式
納税通知書作成（納付書分）　7,900件
納税通知書作成（口座振替分）4,700件
 
※推定総額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 2016-00122 件名

内部発注番号 250
学童クラブシステム保守委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 708,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 708,000円 決定

備考 【概要】
学童クラブシステムの保守委託
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00123 件名

内部発注番号 359
住民基本台帳ネットワークシステム電算機保守委

託
入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8日 10時27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１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 1,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 1,800,000円 決定

備考 【概要】
１　住民基本台帳ネットワークシステム業務アプリケーション適用作業
２　セキュリティ強化支援
３　住民基本台帳ネットワークシステム運用支援
４　障害対応
５　保守対応
６　その他
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00129 件名

内部発注番号 361
住民情報電算委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8日 10時29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１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 524,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 524,000円 決定

備考 【概要】
１　閲覧台帳作成（データ作成、機械処理料）
２　用紙代（閲覧台帳）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00134 件名

内部発注番号 349
軽自動車税納税通知書作成等委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 921,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 921,500円 決定

備考 【概要】
・賦課データの作成
・納税通知書の印字処理
・製本（カット・折り作業）及び封入封緘
 
※単価契約案件のため、推定総額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 2016-00137 件名

内部発注番号 74
生活保護システム保守委託入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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

営業種目１ 121 情報処理業務 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 北日本コンピューターサービス株式会社

所在地 秋田県秋田市南通築地１５番３２号

落札金額 646,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 北日本コンピューターサービス株式会社 646,800円 決定

備考 【概要】
年間委託
生活保護システムの改修、システム保守、ハードウエアの保守委託
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00174 件名

内部発注番号 344
システム改良委託（障害福祉システム番号制度対

応）
入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8日 10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１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 750,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 750,000円 決定

備考 【概要】
番号制度に対応するため、障害福祉システムの改良を行う。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00178 件名

内部発注番号 281
電算機保守委託（インターネット関連機器）入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 121 情報処理業務 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 日本電子計算株式会社

所在地 東京都江東区東陽二丁目４番２４号

落札金額 420,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本電子計算株式会社 420,000円 決定

備考 【概要】
インターネット接続機器等の障害対応、維持管理のために保守を行う。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00179 件名

内部発注番号 280
電算機保守委託（庁内ネットワーク機器）入札見積締切日時 2016年3月7日 17時00分

開札日時 2016年3月8日 10時44分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地　ほか

営業種目１ 121 情報処理業務 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 日本電子計算株式会社

所在地 東京都江東区東陽二丁目４番２４号

落札金額 780,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本電子計算株式会社 780,000円 決定

備考 【概要】
庁内ネットワークを安全に稼働、維持させるために保守を行う。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00193 件名

内部発注番号 204
福祉資金貸付システム保守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 東京都福生市北田園２丁目５番地７

営業種目１ 121 情報処理業務 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 北日本コンピューターサービス株式会社

所在地 秋田県秋田市南通築地１５番３２号

落札金額 360,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 北日本コンピューターサービス株式会社 360,000円 決定

備考 【概要】
福祉資金貸付システムプログラムソフトに対する保守
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00195 件名

内部発注番号 214
国民健康保険資格・給付業務電算委託（高齢受

給者証発送に係る業務委託）
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32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１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 447,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 447,800円 決定

備考 【概要】
国民健康保険高齢受給者証発送に係る業務委託
・高齢受給者証更新データ作成
・印刷処理
・封入封緘等
 
※推定総額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 2016-00199 件名

内部発注番号 506
地図情報管理システム保守委託入札見積締切日時 2016年3月14日 17時00分

開札日時 2016年3月15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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社ヤチホ 多摩支店

所在地 東京都東久留米市八幡町一丁目３番３３号

落札金額 610,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヤチホ 多摩支店 610,000円 決定

備考 【概要】
地図情報管理システム及び地積管理システムのプログラム不具合発生時における修正、定期点検及びバックアップ、軽微な
システムカスタマイズの対応等
 
※見積価格は税抜きです。



託 件 名 財務会計システム保守委託

履 行 場 所 東京都福生市本町５番地

概 要

財務会計システムに関するソフトウェア・機器・システム運用サポート等についての保守を委託

する。

履 行 期 間 平成 28年  4月  1日  から  平成 29年  3月 31日  まで

契 約 区 分 総価契約(単年総価契約) 入 札 方 法 随意契約

業 種 0121 情報処理業務

入 札 ・ 見 積 日 平成 28年  3月 25日  午後3時00分  総務部契約管財課契約係

契 約 番 号 第2700000170-0号

契 約 金

.

額 5,113,173

入

円 （うち取引に係る消

　

費税 378,753

札

円) 

予 定 価 格 非公表

・

最 低 制 限 価 格 適用せず

見

業 者 選 定 理 由

指名業者

　

としての適格性を有し

積

ているため

受 注 者
ジャ

　

パンシステム株式会社

経

 

東京都渋谷区代々木

　

一丁目２２番１号代々

過

木１丁目ビル３階

代表

　

取締役社長   阪口

調

　正坦

2002588

　

300-0 TEL:0

書

3-5309-031

平

0 FAX:03-53

成

09-0312

備 考

契

２

約 依 頼 所 属 企画財政部

８

 財政課 財政係

執 行

年

者 松原朝範　立会人　

度

田村理恵

受付番号

28-137 *

業 務 区 分 006 委託（契約係契約）

起 票 日 平成 28年  3月 25日

委



No 業   者   名 第１回 第２回 第３回 事　由

1

2002588300-0

4,734,420ジャパンシステム株式会社 

決定

******

入　札　・　見　積　結　果　表
受付番号

28-137 *

件　　　  名 財務会計システム保守委託

入　　　札　・　見　　　積　　結　　　果



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00147 件名

内部発注番号 126
各小中学校警備委託入札見積締切日時 2016年3月9日 17時00分

開札日時 2016年3月10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 3,700,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 3,700,800円 決定

備考 【概要】
各小中学校の夜間・休日の学校管理(警備)を万全にするために警備機器等を利用して警備業務を実施する。
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 2016-00150 件名

内部発注番号 146
扶桑会館及びかえで会館警備委託入札見積締切日時 2016年3月9日 17時00分

開札日時 2016年3月10日 9時05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 505,920円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 505,920円 決定

備考 【概要】
扶桑会館及びかえで会館の機械警備業務一式
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00153 件名

内部発注番号 187
白梅会館警備委託入札見積締切日時 2016年3月9日 17時00分

開札日時 2016年3月10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 東京都福生市熊川559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 261,960円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 261,960円 決定

備考 【概要】
白梅会館の機械警備（防犯、火災・異常発見等）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 2016-00161 件名

内部発注番号 339
市営競技場警備委託入札見積締切日時 2016年3月9日 17時00分

開札日時 2016年3月10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 344,400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 344,400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 2016-00180 件名

内部発注番号 66
中央図書館警備委託入札見積締切日時 2016年3月9日 17時00分

開札日時 2016年3月10日 9時27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 368,400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 368,400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 2016-00181 件名

内部発注番号 41
学校給食センター警備委託入札見積締切日時 2016年3月9日 17時00分

開札日時 2016年3月10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162番地及び福生市福生1290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 393,840円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 393,840円 決定

備考 【概要】
年間業務
夜間・休日の機械警備
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00182 件名

内部発注番号 260
福生南公園外４公園門扉管理委託入札見積締切日時 2016年3月9日 17時00分

開札日時 2016年3月10日 9時32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ヶ所

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 3,380,000円

3 アイエス総合管理株式会社 3,400,000円

4 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 3,440,000円

5 アルム株式会社 あきる野支店 3,550,000円

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 2016-00184 件名

内部発注番号 173
庁舎機械警備委託（庁舎）入札見積締切日時 2016年3月9日 17時00分

開札日時 2016年3月10日 9時42分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５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 258,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 258,000円 決定

備考 【概要】
庁舎機械警備一式
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00185 件名

内部発注番号 175
庁舎機械警備委託（駐車場）入札見積締切日時 2016年3月9日 17時00分

開札日時 2016年3月10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 東京都福生市本町５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 256,920円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 256,920円 決定

備考 【概要】
地下駐車場機械警備一式
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00186 件名

内部発注番号 329
さくら会館警備委託入札見積締切日時 2016年3月9日 17時00分

開札日時 2016年3月10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 東京都福生市牛浜163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 261,600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 261,600円 決定

備考 【概要】
さくら会館について警備を行う。
①火災・盗難及び不良行為の拡大防止
②事故確知時における関係先への通知・連絡
③事故報告書の提出
④警備担当時間　開館日（火曜～日曜及び祝日の月曜日）22：15～翌8：30、休館日（祝日を除いた月曜日、月曜が休日の場
合は翌日）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00187 件名

内部発注番号 89
わらつけ中央災害備蓄庫警備委託入札見積締切日時 2016年3月9日 17時00分

開札日時 2016年3月10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 東京都福生市大字福生2303番地7

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 252,960円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 252,960円 決定

備考 【概要】
わらつけ中央災害備蓄庫の年間警備委託
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00188 件名

内部発注番号 486
古民家警備委託入札見積締切日時 2016年3月9日 17時00分

開札日時 2016年3月10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 東京都福生市大字福生1158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 504,960円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 504,960円 決定

備考 【概要】
古民家の自動警備、フレームチェッカー、自動火災報知サービス
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00189 件名

内部発注番号 117
松林会館警備委託入札見積締切日時 2016年3月9日 17時00分

開札日時 2016年3月10日 9時51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１ 105 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 255,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 255,000円 決定

備考 【概要】
松林会館について機械警備を行う。
業務提供の方法…セコムＤＸシステム
業務内容…①防犯業務　②火災・異常発見業務
業務時間帯…①毎日17：00～8：30
　　　　　　②休館日8：30～17：00
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00183 件名

内部発注番号 343
福生南公園管理委託（常駐警備）入札見積締切日時 2016年3月9日 17時00分

開札日時 2016年3月10日 10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 412,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社桃源警備 416,000円 協議の結果、412,000円で決
定

2 株式会社アコス 羽村支店 450,000円

3 株式会社星光 500,000円

4 株式会社コスモ

不参

備考 【概要】
日曜祝日及び連休中の駐車場整理
　年間延べ人数は、40名を上限とする。
 
※推定総額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 2016-00149 件名

内部発注番号 50
電話交換業務委託入札見積締切日時 2016年3月9日 17時00分

開札日時 2016年3月10日 10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

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 株式会社ビルメン 多摩営業所

所在地 東京都立川市錦町二丁目１番１０号新立川ビル

落札金額 15,390,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ビルメン 多摩営業所 15,768,000円 協議の結果、15,390,000円で
決定

2 株式会社アール・エス・シー 19,436,400円

3 富士建物管理株式会社 20,000,000円

4 ニッセイファシリティ株式会社 多摩支店 20,426,400円

5 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 20,500,000円

6 大成株式会社 多摩営業所 20,850,000円

7 日建総業株式会社 八王子支店 21,200,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
　　電話交換業務一式
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00200 件名

内部発注番号 56
庁舎警備業務委託入札見積締切日時 2016年3月14日 17時00分

開札日時 2016年3月15日 9時23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・福生市志茂239番地３

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 4,485,120円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士建物管理株式会社 4,485,120円 決定

備考 【概要】
庁舎警備業務
・市役所庁舎内巡回警備
・来庁者・訪問者及び電話の対応
・一部届出の受付業務等
 
※推定総額で見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。


