
 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00019 件名

内部発注番号 67
廃棄物収集運搬委託（西地区）入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5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 2018-00020 件名

内部発注番号 68
廃棄物収集運搬委託（東地区）入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5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 2018-00021 件名

内部発注番号 69
廃棄物収集運搬委託（中央地区）入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5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 東京都羽村市神明台三丁目３３番地８２

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 2018-00018 件名

内部発注番号 47
廃棄物収集運搬委託（南地区）入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5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 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 2018-00017 件名

内部発注番号 20
し尿収集運搬委託入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5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 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】
市内各戸（世帯及び事業所）から排出されるし尿の汲取り及び運搬
廃棄物処理券の回収
実施報告書の提出　等
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00012 件名

内部発注番号 113
粗大ごみ収集運搬委託入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5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１ 112 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 2018-00011 件名

内部発注番号 60
廃棄物処理委託入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5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 77,102,832円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社佐々木企業 77,102,832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 2018-00060 件名

内部発注番号 122
剪定枝資源化処理委託入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5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 720,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社佐々木企業 720,000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 2018-00059 件名

内部発注番号 119
へい死獣処理委託入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5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 575,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 慈恵院 575,000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。
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税込です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00015 件名

内部発注番号 123
不燃廃棄物資源化処理委託入札見積締切日時 2018年3月2日 17時00分

開札日時 2018年3月5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 受注者の施設

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 株式会社エコ計画

所在地 埼玉県さいたま市桜区田島八丁目４番１６号

落札金額 1,480,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社エコ計画 1,480,000円 決定

2 オリックス資源循環株式会社 1,760,000円

備考 【概要】
リサイクルセンターで粗大ごみ等を中間処理した後の不燃性残渣等について、受注者の施設において資源化処理する。
 
※推定総額にて見積もり徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00184 件名

内部発注番号 115
水銀含有廃棄物処理委託入札見積締切日時 2018年3月9日 17時00分

開札日時 2018年3月12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 2,016,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 野村興産株式会社 2,016,000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 2018-00094 件名

内部発注番号 15
公共下水道管渠清掃委託（単価契約）Ｈ30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 10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

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 299,200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 299,200円 決定

2 株式会社京葉興業 320,500円

3 株式会社加藤商事 西多摩支店 362,400円

4 有限会社中村組

無効

5 有限会社常盤組

無効

6 矢野口自工株式会社

不参

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 2018-00102 件名

内部発注番号 355
防災食育センターグリストラップ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 10時06分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1606番地１

営業種目１ 109 浄化槽・貯水槽清掃 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 1,200,000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 1,200,000円 決定

2 株式会社京葉興業 1,300,000円

3 株式会社タカヤマ 東京支店 1,420,000円

4 株式会社加藤商事 西多摩支店 1,500,000円

5 株式会社旭商会 多摩営業所 2,880,000円

備考 【概要】
防災食育センターにおけるグリストラップ清掃業務
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00101 件名

内部発注番号 328
不燃性廃棄物収集運搬処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 東京都福生市大字熊川1606番地1　学校給食センター

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 330,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 福生産業有限会社 330,000円 決定

2 有限会社小作物産 350,000円

3 株式会社加藤商事 西多摩支店 374,000円

4 株式会社スイーピングサービス 380,000円

備考 【概要】
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 2018-00091 件名

内部発注番号 110
公園等ごみ回収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 5,000,000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 5,000,000円 決定

2 栄晃産業株式会社 羽村営業所 5,280,000円

3 比留間運送株式会社 5,450,000円

4 丸順商事有限会社 5,560,000円

5 株式会社加藤商事 西多摩支店 5,750,000円

6 有限会社吉崎商店

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。
さらに公園の規模により、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 2018-00190 件名

内部発注番号 260
道路清掃委託（単価契約）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 185,400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 185,400円 決定

2 株式会社京葉興業 201,600円

3 株式会社旭商会 多摩営業所 204,700円

4 株式会社加藤商事 西多摩支店 205,000円

5 株式会社タカヤマ 東京支店 211,000円

6 株式会社三凌商事 214,000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。


