
 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00015 件名

内部発注番号
庁舎等便器管清掃委託（もくせい会館）入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011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 東京都福生市福生市本町18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 日本カルミツク株式会社

所在地 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号

落札金額 322,140円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本カルミツク株式会社 322,140円 決定

備考 【概要】
小便器用　12台　大便器用　9台
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00043 件名

内部発注番号
福生南公園外２公園門扉管理委託入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011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 東京都福生市南田園一丁目１番地１外２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 2,379,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社星光 2,379,000円 決定

2 株式会社アイサービス 3,350,000円

3 アルム株式会社 あきる野支店 3,600,000円

4 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 3,980,000円

5 ビソー工業株式会社 小金井支店 5,000,000円

備考 【概要】
福生南公園　　　３月〜１０月　午前８：３０開門、午後６：３０閉門
　　　　　　　　１１月〜２月　午前８：３０開門、午後６：００閉門
日光橋公園　　　３月〜１０月　午前５：００開門、午後８：００閉門
　　　　　　　　１１月〜２月　午前６：００開門、午後６：００閉門
多摩川中央公園　３月〜１０月　午前８：３０開門、午後８：３０閉門
　　　　　　　　１１月〜２月　午前８：３０開門、午後６：３０閉門
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00044 件名

内部発注番号
福生南公園管理委託（常駐警備）入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011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 735,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社星光 735,000円 決定

2 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 980,000円

3 株式会社アイサービス 1,085,000円

4 アルム株式会社 あきる野支店 1,120,000円

5 ビソー工業株式会社 小金井支店 2,000,000円

備考 【概要】
日祭日の駐車場整理及びゴールデンウィーク期間中の駐車場整理。
年間延べ人数は、７０名を上限とする。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00019 件名

内部発注番号
福生公園管理委託入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011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 東京都福生市福生９７３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 有限会社英造園 1,150,000円

3 興國緑化株式会社 1,200,000円

4 株式会社共進造園 1,220,000円

5 有限会社村尾造園土木

不参

備考 【概要】
公園内清掃工　１５回/月×１２ヶ月
トイレ清掃工　１５回/月×１２ヶ月
植込地管理工　刈込物手入　３００㎡
　　　　　　　熊笹手入　　８００㎡
花壇管理工　　１式
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00020 件名

内部発注番号
道路清掃委託（単価契約）入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011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 140,450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 140,450円 決定

2 株式会社加藤商事 西多摩支店 159,300円

3 株式会社京葉興業 160,900円

4 有限会社常盤組 161,700円

5 財団法人東京都環境整備公社

辞退

6 矢野口自工株式会社

辞退

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、吸込槽清掃、管渠清掃ほかの作業を行う。
 
※見積価格は主要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 2011-00032 件名

内部発注番号
公共下水道管渠清掃委託（単価契約）H-23入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011年3月8日 11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 593,980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 593,980円 決定

2 株式会社京葉興業 637,500円

3 有限会社常盤組 665,300円

4 株式会社加藤商事 西多摩支店 669,500円

5 株式会社小池建材 大谷事業本部

辞退

6 矢野口自工株式会社

辞退

備考 【概要】
下水道本管、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。
　下水道の維持管理のため、市内を地域で分別し定期的かつ広範囲に管渠等の清掃を実施する。
 
※見積価格は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 2011-00085 件名

内部発注番号
福生市立小中学校児童生徒健康診断器具滅菌

委託
入札見積締切日時 2011年3月10日 17時00分

開札日時 2011年3月11日 13時06分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市立各小中学校

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 鴻池メディカル株式会社

所在地 東京都中央区築地四丁目５番９号

落札金額 527,595円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 鴻池メディカル株式会社 527,595円 決定

2 日本ステリ株式会社 612,680円

3 有限会社メディコム

辞退

4 株式会社東基

不参

備考 【概要】
定期健康診断、就学児健康診断にて使用する検診器具を滅菌することで、感染症予防等衛生管理を図る。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00093 件名

内部発注番号
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 2011年3月10日 17時00分

開札日時 2011年3月11日 13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 2,100円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 サンテック青梅 2,100円 決定

2 株式会社ライトサンクリーン 3,000円

3 株式会社サンメディカルサービス

辞退

4 株式会社エビヌマ

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、寝具に自然乾燥が困難な高齢者に対し、月に１回寝具乾燥車
の派遣を委託する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00096 件名

内部発注番号
レセプト確認事務委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 高橋工業株式会社 多摩支店

所在地 東京都府中市八幡町二丁目２１番地９号東菱八幡町ビル

落札金額 556,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 高橋工業株式会社 多摩支店 556,800円 決定

2 株式会社ニチイ学館 652,800円

3 株式会社メディカルオフィス 672,000円

4 株式会社日本メディカ 1,843,200円

5 株式会社日本サポートサービス

辞退

備考 【概要】
生活保護法等による医療費の診療報酬明細書に係る点検等の委託（単価契約）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00097 件名

内部発注番号
福生市立中学校宿泊学習教室学力診断テスト業

務委託
入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011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 東京都高尾の森わくわくビレッジ又は福生市立各中学校

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 東京書籍株式会社 東京支社

所在地 東京都北区堀船二丁目１７番１号

落札金額 483,750円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東京書籍株式会社 東京支社 483,750円 決定

2 株式会社ベネッセコーポレーション 小中学校
事業部 不参

備考 【概要】
福生市立中学校宿泊学習教室または各学校において学力診断テストを実施する。
対象者：福生市立中学校新１年生
学習到達度調査（国語、算数）、学習意識調査
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00134 件名

内部発注番号
国民健康保険税業務委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011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 東京都福生市保険年金課保険年金係

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 東京支社

所在地 東京都台東区東上野三丁目３５番９号本池田ビル７階

落札金額 3,840,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京支社 3,840,000円 決定

備考 【概要】
国民健康保険税当初納税通知書発送に係る業務委託
　本算定処理
　納税通知書作成
　口座お知らせ作成
　納付確認書作成
　用紙作成
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00095 件名

内部発注番号
議会中継配信システム電算委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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

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 1,440,000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 1,440,000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 2011-00102 件名

内部発注番号
横田基地汚水流量計保守点検委託Ｈ－２３入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 740,000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 740,000円 決定

備考 【概要】
横田基地汚水流量計（武蔵野地区・西住宅地区）及び中央監視盤（本庁舎）の年２回の保守点検、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 2011-00105 件名

内部発注番号
各小中学校非常通報装置保守委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 2011-00104 件名

内部発注番号
庁舎警備業務委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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１ 105 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 5,265,790円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士建物管理株式会社 5,265,790円 決定

備考 【概要】
庁舎警備委託　１式
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00133 件名

内部発注番号
地域ブランド発信モデル事業委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 東京都福生市市内

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 株式会社アイアールエス

所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目１６番１１号代々木ビル

落札金額 19,920,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アイアールエス 19,920,000円 決定

備考 【概要】
観光事業の充実を図るため、空き店舗を活用して、福生市及び交流のある登別市及び守山市の三市の名産品を紹介・販売
を行う。
また、福生市の観光資源を紹介するコーナー、交流自治体を紹介するコーナー等を設置し、パンフレット・ポスターなどを活用
し情報を発信するとともに、イベント等を実施し、積極的に地域ブランドを発信する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00132 件名

内部発注番号
電算業務支援委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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１ 190 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 株式会社キャリアセンター

所在地 東京都渋谷区東二丁目１６番１０号東京日産渋谷ビル３階

落札金額 6,480,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社キャリアセンター 6,480,000円 決定

備考 【概要】
情報システム課職員の行う業務を補助する。
・庁内各システムのヘルプデスク
・庁内各システムの障害対応
・情報システム機器運用管理
・情報処理、マニュアル等の作成
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00106 件名

内部発注番号
土地家屋現況図修正委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 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 1,340,000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 1,340,000円 決定

備考 【概要】
土地家屋現況図、家屋現況図の分合筆、図形変更等のデータを入力、修正し現況図の製本を作成する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00107 件名

内部発注番号
議場放送設備保守委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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１ 106 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 株式会社東和エンジニアリング

所在地 東京都台東区秋葉原１番８号

落札金額 1,134,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社東和エンジニアリング 1,134,000円 決定

備考 【概要】
議場映像音響設備及び委員会室音響設備の保守
 
年間２回　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 2011-00108 件名

内部発注番号
会議録データ作成委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 東京都港区虎ノ門一丁目１９番１０号第６セントラルビル５階

落札金額 575,000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 575,000円 決定

備考 【概要】
本会議定例会・臨時会、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。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00130 件名

内部発注番号
前期高齢業務委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 東京都福生市保険年金課　保険年金係

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 東京支社

所在地 東京都台東区東上野三丁目３５番９号本池田ビル７階

落札金額 435,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京支社 435,000円 決定

備考 【概要】
高齢受給者証更新
・データ作成
・印刷処理
・封入封緘等
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00111 件名

内部発注番号
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 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 800,000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 800,000円 決定

備考 【概要】
食器洗浄機器等保守点検
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00112 件名

内部発注番号
電話交換機保守委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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１ 106 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＆オフィス事業推進本部

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
事業推進本部

387,720円 決定

備考 【概要】
電話交換機保守　１式
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00129 件名

内部発注番号
国保資格業務委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 東京都福生市保険年金課　保険年金係

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 東京支社

所在地 東京都台東区東上野三丁目３５番９号本池田ビル７階

落札金額 1,813,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京支社 1,813,000円 決定

備考 【概要】
保険証年次更新
　データ作成・印刷処理・封入封緘
短期証更新（2回）
　データ作成・印刷処理・封入封緘
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00113 件名

内部発注番号
庁用バス管理運転業務委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 7,094,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 武州交通興業株式会社 7,094,400円 決定

備考 【概要】
庁用バス管理運転業務　１式
 
※見積価格は固定経費のみです。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00114 件名

内部発注番号
福生市防災行政無線保守点検委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 2,660,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 田中電気株式会社 2,660,000円 決定

備考 【概要】
福生市防災行政無線の年間保守及び点検委託
・通常点検　年１回
・総合点検　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 2011-00128 件名

内部発注番号
高齢者住宅緊急通報システム機器保守点検委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 東京都福生市福生2216番地６外

営業種目１ 014 理化学機械器具 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 愛知時計電機株式会社 東京支店

所在地 東京都新宿区高田馬場二丁目１４番２号新陽ビル３F

落札金額 610,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 愛知時計電機株式会社 東京支店 610,000円 決定

備考 【概要】
市営住宅に設置されている緊急通報システム機器（在宅介護支援センター等に設置されている副表示盤を含む）について年
間を通じて保守点検を委託する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00118 件名

内部発注番号
国民健康保険電算委託（国保事業実績・調整交

付金システム保守委託）
入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 東京都福生市保険年金課保険年金係

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 都築電気株式会社

所在地 東京都港区新橋六丁目１９番１５号

落札金額 300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 都築電気株式会社 300,000円 決定

備考 【概要】
次のシステム保守委託を行う
【概要】
・事業実績システム
・調整交付金システム
・地方単独事業システム
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00127 件名

内部発注番号
固定資産税電算委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 株式会社ジーシーシー 東京支社

所在地 東京都台東区東上野三丁目３５番９号本池田ビル７階

落札金額 8,350,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京支社 8,350,000円 決定

備考 【概要】
平成23年度分課税処理に伴う納税通知書、概要調書、償却資産申告書の作成、評価変動割合、総評価見込みの諸処理、
平成24基準年度評価替え準備作業及び平成24年度分課税処理に伴う年度切替作業、縦覧帳簿作成、課税明細書の作成、
外
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00117 件名

内部発注番号
システム改良委託（国保総合システム・国保給付

改良対応）
入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 東京都福生市保険年金課　保険年金係

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 東京支社

所在地 東京都台東区東上野三丁目３５番９号本池田ビル７階

落札金額 1,395,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京支社 1,395,000円 決定

備考 【概要】
国保中央会が開発を進めている「国保総合システム」が平成23年10月に導入されることにより、全国的なレセプトの電子化が
実現される。これに伴い、福生市の国民健康保険の給付記録データ変更等のシステム改良が必要となり、平成22年度中に
は「国保資格システム」の改良（実施済）を、平成23年度には「国保給付システム」の改良を実施する。いずれも東京都調整
交付金により措置される。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00119 件名

内部発注番号
市民税電算委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 東京支社

所在地 東京都台東区東上野三丁目３５番９号本池田ビル７階

落札金額 9,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京支社 9,900,000円 決定

備考 【概要】
住民税賦課業務に伴う電算業務委託
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00126 件名

内部発注番号
住民情報システム運用管理委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 東京支社

所在地 東京都台東区東上野三丁目３５番９号本池田ビル７階

落札金額 9,936,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京支社 9,936,000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 2011-00120 件名

内部発注番号
住民情報電算委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 株式会社ジーシーシー 東京支社

所在地 東京都台東区東上野三丁目３５番９号本池田ビル７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 2011-00123 件名

内部発注番号
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 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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１ 121 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 東京支社

所在地 東京都台東区東上野三丁目３５番９号本池田ビル７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 東京支社 1,800,000円 決定

備考 【概要】
１　住基ネット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　住基ネットシステム運用支援
４　障害対応
５　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 2011-00125 件名

内部発注番号
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 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15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 東京支社

所在地 東京都台東区東上野三丁目３５番９号本池田ビル７階

落札金額 6,286,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京支社 6,286,000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 2011-00124 件名

内部発注番号
電算機保守委託（戸籍総合システム）入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15日 10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

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 公共システム事業部　営業統括部　首都圏支店

所在地 東京都板橋区坂下１丁目１９番１号

落札金額 2,700,000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 公
共システム事業部　営業統括部　首都圏支店

2,700,000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 2011-00103 件名

内部発注番号
都市計画マスタープラン策定支援委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15日 12時01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 パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏統括本部

所在地 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号

落札金額 5,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏統
括本部

5,280,000円 協議の結果、5,200,000円で
決定

備考 【概要】
今後１０年程度の新たな都市計画マスタープランを策定するための委託業務。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00110 件名

内部発注番号
設備保全管理技術支援委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月15日 12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 財団法人東京都環境整備公社

所在地 東京都墨田区江東橋四丁目２６番５号

落札金額 700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 財団法人東京都環境整備公社 720,000円 協議の結果、700,000万円で
決定

備考 【概要】
リサイクルセンターの修繕計画、仕様、見積りの精査や助言を受け、修繕立会いによる施工内容の確認をするための技術支
援
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00092 件名

内部発注番号
速記事務委託入札見積締切日時 2011年3月10日 17時00分

開札日時 2011年3月16日 8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１ 190 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社会議録研究所 3,070,800円

2 神戸綜合速記株式会社 東京支店 3,091,200円

3 株式会社大和速記情報センター 3,731,040円

4 株式会社澤速記事務所 3,847,200円

5 立川速記者養成所

不参

備考 【概要】
○常任委員会、予算・決算特別委員会の速記と反訳原稿の納入
○常任委員会以外の委員会等のテープ反訳と反訳原稿の納入
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00135 件名

内部発注番号
さくら会館警備委託入札見積締切日時 2011年3月15日 17時00分

開札日時 2011年3月16日 13時24分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜163（さくら会館）

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 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 396,000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 396,000円 決定

備考 【概要】
火災、盗難及び不良行為の拡大防止
自己確知時における関係先への通知・連絡
事故報告書の提出
警備担当時間
火曜日?日曜日22：15?翌8：30　休館日・年末年始8：30?翌8：30
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00136 件名

内部発注番号
保健センター警備委託入札見積締切日時 2011年3月15日 17時00分

開札日時 2011年3月16日 13時28分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生2125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 株式会社全日警 東京西支社

所在地 東京都国立市東１丁目４番地１３号COI国立ビル６階

落札金額 300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社全日警 東京西支社 300,000円 決定

備考 【概要】
警備主務：火災・盗難及び不良行為の拡大防止、事故確知時の関係先への通報・連絡業務、事故報告書の提出
警備時間：月〜木　午後5時00分から翌午前9時00分まで
　　　　　休館日（日曜日・国民の祝日）及び年末年始（12/29〜翌1月3日）午前9時00分から翌午前9時00分まで
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00137 件名

内部発注番号
中央図書館警備委託入札見積締切日時 2011年3月15日 17時00分

開札日時 2011年3月16日 13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 636,000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 636,000円 決定

備考 【概要】
夜間及び図書館休館日に警備システムを作動させ、中央図書館の警備を行う。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00138 件名

内部発注番号
わかぎり会館警備委託入札見積締切日時 2011年3月15日 17時00分

開札日時 2011年3月16日 13時30分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1280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 624,000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 624,000円 決定

備考 【概要】
わかぎり会館の総合ガードシステムによる警備
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00139 件名

内部発注番号
わかたけ会館警備委託入札見積締切日時 2011年3月15日 17時00分

開札日時 2011年3月16日 13時32分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川199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 624,000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 624,000円 決定

備考 【概要】
夜間及び休館日に無人警備システムによる警備を行う。
総合カードシステムによる警備。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00140 件名

内部発注番号
すみれ保育園警備委託入札見積締切日時 2011年3月15日 17時00分

開札日時 2011年3月16日 13時33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946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 475,200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 475,200円 決定

備考 【概要】
警備委託（保育時間外の警備）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00141 件名

内部発注番号
市営競技場警備委託入札見積締切日時 2011年3月15日 17時00分

開札日時 2011年3月16日 13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 624,000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 624,000円 決定

備考 【概要】
市営競技場管理棟の機械警備
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00121 件名

内部発注番号
英語教育指導員（外国人）事業委託入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月17日 10時52分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市内各小中学校及び福生市学校適応支援室

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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社シーイーシー・アソシエーツ 事業者の申出書提出により
無効とした。無効

備考 【概要】
福生市立中学校（3校）及び小学校（7校）、学校適応支援室に合計3名以上の英語教育指導員（外国人）を配置し、外国語活
動・英語授業を行う。
 
※当該案件は不調となりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00116 件名

内部発注番号
指定収集袋製造等委託（単価契約）入札見積締切日時 2011年3月14日 17時00分

開札日時 2011年3月24日 16時16分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市環境課及び市の指定する場所

営業種目１ 005 荒物雑貨 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 三幸商事株式会社 18,687,660円

備考 【概要】
ごみ指定収集袋等製造・配送・在庫管理一式
 
※見積価格は税抜きです。
※不調となりました。


