
 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00024 件名

内部発注番号 42600000000119
水銀含有廃棄物処理委託入札見積締切日時 2014年2月28日 17時00分

開札日時 2014年3月3日 9時03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 3,042,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 野村興産株式会社 3,042,000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。
 
※推定総額で見積徴収を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00052 件名

内部発注番号 42600000000162
へい死獣処理委託入札見積締切日時 2014年2月28日 17時00分

開札日時 2014年3月3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 988,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 慈恵院 988,800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）する。
 
※推定総額で見積徴収を行った。
※見積価格は税込です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00089 件名

内部発注番号 42600000000234
し尿収集運搬委託入札見積締切日時 2014年2月28日 17時00分

開札日時 2014年3月3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 2014-00022 件名

内部発注番号 42600000000117
粗大ごみ収集運搬委託入札見積締切日時 2014年2月28日 17時00分

開札日時 2014年3月3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（資源物搬送等含む。）、
へい死獣、不法投棄物、催し物ごみ、町会等清掃ごみ及び剪定枝等。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00020 件名

内部発注番号 42600000000110
廃棄物処理委託入札見積締切日時 2014年2月28日 17時00分

開札日時 2014年3月3日 9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 2014-00091 件名

内部発注番号 42600000000236
廃棄物収集運搬委託（南地区）入札見積締切日時 2014年2月28日 17時00分

開札日時 2014年3月3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 2014-00092 件名

内部発注番号 42600000000237
廃棄物収集運搬委託（東地区）入札見積締切日時 2014年2月28日 17時00分

開札日時 2014年3月3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 2014-00095 件名

内部発注番号 42600000000242
廃棄物収集運搬委託（中央地区）入札見積締切日時 2014年2月28日 17時00分

開札日時 2014年3月3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。



履行期限

案件番号
業 種

業務区分

入札方法 契約方法
落札方法

0000000527 委託（契約係契約）

開札記録票

廃棄物処理 詳細業種
廃棄物収集運搬委託（西地区）委託件名
福生市内履行場所
自 平成26年 4月 1日 ～ 至 平成27年 3月31日
随意契約 総価契約
平成26年 3月10日入札・見積日 15時0分 総務部契約管財課契約係
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。

価格競争

浦野 崇史
清水 勲

入札執行者

1回目
入札価格(円)

(評価値)

概要

企業名又は委任先名

立会人

1

2

2回目
入札価格(円)

(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

3

4

5

6

5回目
入札価格(円)
(評価値)

7

項
番

8

9

10

株式会社加藤商事 西多摩支店
39,600,000 決定

備考



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00111 件名

内部発注番号 42600000000286
道路清掃委託(単価契約)入札見積締切日時 2014年3月5日 17時00分

開札日時 2014年3月6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 154,990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 154,990円 決定

2 有限会社常盤組 182,950円

3 株式会社加藤商事 西多摩支店 203,120円

4 前田道路株式会社 八王子営業所

不参

5 株式会社小池建材

不参

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 2014-00142 件名

内部発注番号 42600000000341
公共下水道管渠清掃委託（単価契約）Ｈ－26入札見積締切日時 2014年3月5日 17時00分

開札日時 2014年3月6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 200,830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 200,830円 決定

2 有限会社常盤組 222,900円

3 株式会社加藤商事 西多摩支店 224,800円

4 矢野口自工株式会社 297,400円

5 株式会社小池建材

不参

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。
 
※見積価格は工種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 2014-00106 件名

内部発注番号 42600000000278
公園等ごみ回収委託入札見積締切日時 2014年3月5日 17時00分

開札日時 2014年3月6日 10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 5,580,000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 5,580,000円 決定

2 株式会社遠藤商会 6,000,000円

3 比留間運送株式会社 6,300,000円

4 志賀興業株式会社 西多摩支店 7,200,000円

5 福生産業有限会社 8,000,000円

6 有限会社小作物産

不参

備考 【概要】
市内の公園でごみを収集・回収し、リサイクルセンターへ運搬・収集する。
全75公園等を週1回収集、運搬する。
さらに公園規模等により週1回以上収集、運搬する。
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00148 件名

内部発注番号 42600000000347
学校給食センター不燃性廃棄物収集運搬処理委

託
入札見積締切日時 2014年3月5日 17時00分

開札日時 2014年3月6日 10時30分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市牛浜162番地及び福生市福生1290番地

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 291,280円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 福生産業有限会社 291,280円 決定

2 栄晃産業株式会社 羽村営業所 330,000円

3 株式会社加藤商事 西多摩支店 374,000円

4 株式会社大島商事 407,000円

備考 【概要】
年間業務
給食調理等で発生する不燃物収集運搬及び処理
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00147 件名

内部発注番号 42600000000346
第二学校給食センター下水道設備維持委託入札見積締切日時 2014年3月5日 17時00分

開札日時 2014年3月6日 10時32分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市福生1290番地

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 363,000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 363,000円 決定

2 株式会社加藤商事 西多摩支店 407,000円

3 有限会社常盤組 418,000円

4 株式会社ハチオウ 440,000円

備考 【概要】
年間業務委託
グリストラップの汚泥引き抜き、清掃及び処理
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00136 件名

内部発注番号 42600000000326
第一学校給食センター廃水処理施設維持管理委

託
入札見積締切日時 2014年3月5日 17時00分

開札日時 2014年3月6日 10時33分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市牛浜162番地

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 2,182,200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 2,182,200円 決定

2 有限会社常盤組 2,458,200円

3 株式会社加藤商事 西多摩支店 2,553,200円

4 株式会社ハチオウ 2,575,200円

5 公益財団法人東京都環境公社

辞退

備考 【概要】
年間業務
廃水施設の維持管理及び汚泥処理
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00078 件名

内部発注番号 42600000000214
ランチルーム清掃委託（その２）入札見積締切日時 2014年3月5日 17時00分

開札日時 2014年3月6日 10時50分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市熊川845番地外２箇所（福生第一・第二・第三中学校）

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 577,500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 594,000円 協議の結果、577,500円で決
定。

2 有限会社常盤組 627,000円

3 株式会社加藤商事 西多摩支店 693,000円

4 株式会社ハチオウ 726,000円

備考 【概要】
福生第一、第二、第三中学校　ランチルーム　グリストラップ清掃
　11回/年　３校
 
協議の結果、株式会社スイーピングサービスと577,500（税抜）で決定しました。
※見積価格は税抜です。


