
 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00006 件名

内部発注番号 28
廃棄物処理委託入札見積締切日時 2016年3月1日 17時00分

開札日時 2016年3月2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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 有限会社佐々木企業

所在地 東京都福生市東町６番地６グランドメゾン福生２０２号室

落札金額 72,858,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社佐々木企業 72,858,000円 決定

備考 【概要】
リサイクルセンターに搬入された廃棄物を選別し、減量化と資源化に努め、選別後の残渣及び資源物を適正に処理する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00009 件名

内部発注番号 104
廃棄物収集運搬委託（南地区）入札見積締切日時 2016年3月1日 17時00分

開札日時 2016年3月2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 川鍋商事株式会社

所在地 東京都昭島市宮沢町515番地

落札金額 122,412,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 川鍋商事株式会社 122,412,000円 決定

備考 【概要】
市内の各戸から排出される廃棄物を可燃ごみ、不燃ごみ、資源、有害ごみの種類ごとに収集し、処理施設まで運搬する。な
お、業務は市内を４地区に分け、地区ごとに業者を決め委託する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00010 件名

内部発注番号 118
廃棄物収集運搬委託（西地区）入札見積締切日時 2016年3月1日 17時00分

開札日時 2016年3月2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 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 39,600,000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 39,600,000円 決定

備考 【概要】
市内の各戸から排出される廃棄物を可燃ごみ、不燃ごみ、資源、有害ごみの種類ごとに収集し、処理施設まで運搬する。な
お、業務は市内を４地区に分け、地区ごとに業者を決め委託する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00011 件名

内部発注番号 123
廃棄物収集運搬委託（東地区）入札見積締切日時 2016年3月1日 17時00分

開札日時 2016年3月2日 9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 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 69,180,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 福生産業有限会社 69,180,000円 決定

備考 【概要】
市内の各戸から排出される廃棄物を可燃ごみ、不燃ごみ、資源、有害ごみの種類ごとに収集し、処理施設まで運搬する。な
お、業務は市内を４地区に分け、地区ごとに業者を決め委託する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00012 件名

内部発注番号 119
廃棄物収集運搬委託（中央地区）入札見積締切日時 2016年3月1日 17時00分

開札日時 2016年3月2日 9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１ 112 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 45,432,000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 45,432,000円 決定

備考 【概要】
市内の各戸から排出される廃棄物を可燃ごみ、不燃ごみ、資源、有害ごみの種類ごとに収集し、処理施設まで運搬する。な
お、業務は市内を４地区に分け、地区ごとに業者を決め委託する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00013 件名

内部発注番号 127
し尿収集運搬委託入札見積締切日時 2016年3月1日 17時00分

開札日時 2016年3月2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 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 10,356,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 福生産業有限会社 10,356,000円 決定

備考 【概要】
し尿の収集及び運搬
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00044 件名

内部発注番号 83
粗大ごみ収集運搬委託入札見積締切日時 2016年3月1日 17時00分

開札日時 2016年3月2日 9時40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 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 25,560,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 福生産業有限会社 25,560,000円 決定

備考 【概要】
福生市内から搬出される粗大ごみ等の収集及び運搬を円滑に行う。
収集及び運搬並びに搬出する廃棄物は、粗大ごみ（資源物搬送等を含む。）、へい死獣、不法投棄物、催し物ごみ等、その
他資源物等。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00045 件名

内部発注番号 274
水銀含有廃棄物処理委託入札見積締切日時 2016年3月1日 17時00分

開札日時 2016年3月2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１ 112 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 野村興産株式会社

所在地 東京都中央区日本橋堀留町２丁目１番３号ヤマトインターナショナル日本橋ビル

落札金額 2,721,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 野村興産株式会社 2,721,600円 決定

備考 【概要】
福生市内から収集された廃乾電池、廃蛍光管等をリサイクルセンターから搬出し、工場においてガラス、金属、亜鉛、マンガ
ンを抽出し再利用を図る。
 
※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 2016-00046 件名

内部発注番号 276
へい死獣処理委託入札見積締切日時 2016年3月1日 17時00分

開札日時 2016年3月2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１ 112 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 慈恵院

所在地 東京都府中市浅間町二丁目１５番地の１

落札金額 800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 慈恵院 800,000円 決定

備考 【概要】
市内で発生した小動物等の死骸を衛生的に処理（火葬処理して埋葬）する。
 
※推定総額で見積徴取を行った。
※見積価格は税込です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00047 件名

内部発注番号 278
剪定枝資源化処理委託入札見積締切日時 2016年3月1日 17時00分

開札日時 2016年3月2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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 有限会社佐々木企業

所在地 東京都福生市東町６番地６グランドメゾン福生２０２号室

落札金額 666,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社佐々木企業 666,000円 決定

備考 【概要】
リサイクルセンターに搬入される剪定枝等を資源化業者へ搬出し処理する。
 
※推定総額で見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。


