
平成28年度【一般会計】 業務委託等 入札結果

整理番号 入札年月日 件名 主管課 入札方法 指名業者数 落札業者（住所･名称・代表者） 落札金額（税込・円） 予定価格（税込・円） 履行期限 備考

1 28.2.24 八丈町役場庁舎等清掃委託
建設
管財

指名 9
東京都江東区東陽４－１１－３８
㈱オリバー
代表取締役　小川清

5,987,520 非公開 29.3.31

2 28.2.24 八丈町役場庁舎等夜間警備委託
建設
管財

指名 9
東京都江東区東陽４－１１－３８
㈱オリバー
代表取締役　小川清

5,913,000 非公開 29.3.31

3 28.3.25 広報はちじょう印刷
企画
情報

指名 5
東京都葛飾区金町２－８－２０
社会福祉法人　東京コロニー
東京コロニー  理事　鬼頭克介

単価契約
3,772,080

非公開 29.3.31

4 28.3.25 会議録調製業務委託（音声データ反訳） 議会 指名 7
東京都新宿区市八幡町１６
㈱会議録研究所
代表取締役　妹尾潤

単価契約
＠16,740

非公開 29.3.31

5 28.4.28 八丈町庁舎建築物衛生管理業務委託
建設
管財

指名 6
東京都八丈島八丈町大賀郷３１１５
㈱勝電技研
代表取締役　奥山勝也

3,024,000 非公開 29.3.31

6 28.4.28
大賀郷小学校プール改築工事実施設計業
務委託

教育 指名 8
東京都港区芝2-27-8
㈱ユニバァサル設計　東京事務所
専務取締役　山崎正博

5,184,000 非公開 28.7.29

7 28.5.12
平成２８年度ストック総合改善事業八蔵団
地改修工事実施設計業務委託

建設
管財

指名 7
東京都中央区日本橋本町４－７－１０
㈱カトウ建築事務所東京事務所
専務取締役　加藤茂子

4,104,000 非公開 28.7.20

8 28.5.23
八丈町地域防災計画修正委託及び八丈町
避難所運営マニュアル作成委託

総務 指名 8
東京都渋谷区本町三丁目１２番１号
㈱オリエンタルコンサルタンツ関東支店
執行役員支店長　堤　安希佳

2,570,400 非公開 29.2.28

9 28.5.30
平成２８年度公営住宅整備事業中道団地Ｅ
棟建設工事監理業務委託

建設
管財

指名 7
東京都練馬区石神井町１－２６－１３
㈱松下設計東京支社
支社長　伊藤匡

6,696,000 非公開 29.1.31

10 28.6.15 藍ヶ江線設計委託 建設 指名 10
東京都葛飾区青戸六丁目１番１号
㈱東洋設計東京支社
東京支社長　江田　武史

5,400,000 非公開 29.2.28

11 28.6.15 新道東里線設計委託 建設 指名 10
東京都葛飾区東金町六丁目6番3号2Ｆ
㈱キミコン東京支店
支店長　木水　薫

2,862,000 非公開 29.2.9

12 28.6.15 ねぎばな水壷線設計委託 建設 指名 10
東京都新宿区西新宿八丁目５番１号
㈱中央技術コンサルタンツ
代表取締役　甲斐琴子

5,832,000 非公開 29.2.28

13 28.6.15 新道東里線測量委託 建設 指名 10
東京都葛飾区東金町六丁目6番3号2Ｆ
㈱キミコン東京支店
支店長　木水　薫

5,832,000 非公開 29.2.9

14 28.6.15 藍ヶ江線地質調査委託 建設 指名 10
東京都葛飾区青戸六丁目１番１号
㈱東洋設計東京支社
東京支社長　江田　武史

3,240,000 非公開 29.2.28

15 28.6.15 ねぎばな水壷線地質調査委託 建設 指名 10
東京都新宿区西新宿八丁目５番１号
㈱中央技術コンサルタンツ
代表取締役　甲斐琴子

4,320,000 非公開 28.11.30

16 28.6.15
八丈町庁舎空調設備点検保守整備業務委
託

建設
管財

指名 6
東京都八丈島八丈町大賀郷３１１５
㈱勝電技研
代表取締役　奥山勝也

9,180,000 非公開 29.3.31



平成28年度【一般会計】 業務委託等 入札結果

整理番号 入札年月日 件名 主管課 入札方法 指名業者数 落札業者（住所･名称・代表者） 落札金額（税込・円） 予定価格（税込・円） 履行期限 備考

17 28.7.11
平成２８年度ストック総合改善事業八蔵団
地１，２，３号棟構造体劣化調査業務委託

建設
管財

指名 7
東京都中央区日本橋本町４－７－１０
㈱カトウ建築事務所東京事務所
専務取締役　加藤茂子

1,296,000 非公開 28.7.29

18 28.7.20 中道伊郷名線用地測量委託 建設 指名 9

東京都足立区千住１－４－１東京芸術センター１
８階１８０９号室
㈱フジヤマ東京支店
支店長　石井正男

3,564,000 非公開 28.10.31

19 28.8.18 八丈町庁舎消防設備点検委託
建設
管財

指名 7
東京都八丈島八丈町大賀郷３１１５
㈱勝電技研
代表取締役　奥山勝也

1,393,200 非公開 29.3.10

20 29.8.31 三原小学校複写機賃貸借及び保守等契約 教育 指名 5
東京都中央区銀座８－１３－１
リコージャパン㈱ＭＡ事業本部公共事業部
部長　宇津木孝

1,555,200 非公開 33.9.30

21 29.8.31 三原中学校複写機賃貸借及び保守等契約 教育 指名 5
東京都中央区銀座８－１３－１
リコージャパン㈱ＭＡ事業本部公共事業部
部長　宇津木孝

1,305,720 非公開 33.9.30

22 28.9.30 新道東里線地質調査委託 建設 指名 9
東京都葛飾区東金町六丁目6番3号2Ｆ
㈱キミコン支店長
支店長　木水　薫

3,456,000 非公開 29.2.28

23 28.11.4
平成２８年度公営住宅整備事業中道団地
８，９号棟解体工事実施設計業務委託

建設
管財

指名 7
東京都中央区日本橋本町４－７－１０
㈱カトウ建築事務所東京事務所
専務取締役　加藤茂子

3,564,000 非公開 29.3.24

24 28.11.4 歩行者用観光案内標識作成設置委託 産観 指名 5
東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３
㈲東京インテリア・クラフト
代表取締役　関敏明

1,490,400 非公開 29.1.31

25 28.11.11 三根公民館建設工事監理業務 教育 指名 7
東京都目黒区青葉台４－４－１２－１０１
㈱オオバ東京支店
支店長　一條岳

15,984,000 非公開 29.12.22

26 28.11.11 大賀郷小学校プール改築工事監理業務 教育 指名 7
東京都港区海岸二丁目７番６８号
㈱ユニバァサル設計東京本部
取締役副社長執行役員　山崎正博

4,320,000 非公開 29.5.31

27 28.11.16
八丈町公共施設等総合管理計画策定業務
委託

企画
情報

指名 5
東京都目黒区青葉台４－４－１２－１０１
㈱オオバ東京支店
支店長　一條岳

7,992,000 非公開 29.3.29

28 28.10.27 建設係自動車賃貸借 建設 指名 10
東京都港区芝５－３４－６新田町ビル６階
ＭＭＣダイヤモンドファイナンス㈱
リース営業部長　坂内祥一

1,503,360 非公開 33.11.30

29 29.1.13
小中学校校舎非構造部材耐震点検調査業
務

教育 指名 7
東京都港区海岸二丁目７番６８号
㈱ユニバァサル設計東京本部
取締役副社長執行役員　山崎正博

3,780,000 非公開 29.3.24


