
平成26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 26.3.25 会議録調整業務委託（音声データ反訳） 議会 指名 5
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 27.3.31

2 26.3.25 八丈町役場庁舎等清掃委託
建設
管財

指名 5
東京都江東区東陽４－１１－３８
㈱オリバー
代表取締役　小川清

5,598,720 非公開 27.3.31

3 26.3.25 八丈町役場庁舎等夜間警備委託
建設
管財

指名 5
東京都江東区東陽４－１１－３８
㈱オリバー
代表取締役　小川清

5,715,900 非公開 27.3.31

4 26.3.25 八丈町庁舎建築物衛生管理業務委託
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

34,560,000 非公開 27.3.31

5 26.4.1 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
4,111,560

非公開 27.3.31

6 26.5.9 三根公民館建設基本設計業務委託 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　佐藤博行

4,752,000 非公開 27.3.16

7 26.4.22 中道伊郷名線測量委託 建設 指名 7

東京都足立区千住１－４－１東京芸術セン
ター１８階１８０９号室
㈱フジヤマ東京支店
支店長　石井正男

14,040,000 非公開 27.3.12

8 26.4.22 中道伊郷名線設計委託 建設 指名 7

東京都足立区千住１－４－１東京芸術セン
ター１８階１８０９号室
㈱フジヤマ東京支店
支店長　石井正男

5,724,000 非公開 27.3.12

9 26.4.22 一つ橋測量委託 建設 指名 7

東京都港区港南２－１６－４品川グランドセント
ラルタワー７階
㈱高島テクノロジーセンター東京支店
支店長　本橋雅登

3,996,000 非公開 27.1.23

10 26.4.22 一つ橋設計委託 建設 指名 7

東京都港区港南２－１６－４品川グランドセント
ラルタワー７階
㈱高島テクノロジーセンター東京支店
支店長　本橋雅登

8,640,000 非公開 27.1.23

11 26.5.8
平成26年度公営住宅整備事業　中道団地
Ｈ棟建設地盤調査委託

建設
管財

指名 5
東京都港区赤坂２－２２－１７
㈱オーテーシー
代表取締役　貝塚光宗

2,419,200 非公開 26.6.12

12 26.5.9
平成26年度公営住宅整備事業　中道団地
Ｈ棟及び給水施設工事実施設計委託

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

8,100,000 非公開 26.7.22

13 26.5.8
八丈町クリーンセンター煙突補修工事設計
業務委託

住民 指名 5
大阪府大阪市北区大淀南１－９－１６
㈱ツカサテック
代表取締役　垣尾　典

896,400 非公開 26.6.30

14 26.5.29
平成２５～２６年度公営住宅整備事業中道
団地Ｉ棟建設工事監理業務委託

建設
管財

指名 5
東京都港区海岸２－７－６８
㈱ユニバァサル設計東京事務所
取締役副社長　山崎正博

8,316,000 非公開 27.3.13

15 26.5.22
八丈町立むつみ第二保育園屋根防水工事
実施設計委託

健康 指名 5
東京都港区海岸２－７－６８
㈱ユニバァサル設計東京事務所
取締役副社長　山崎正博

756,000 非公開 26.6.30

16 26.5.26 複写機賃貸借及び保守委託 教育 指名 5
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１１９９
㈱邦文堂
代表取締役　一瀬茂

単価契約
1,078,920

非公開 31.5.31

17 26.6.17 柿の木坂元乗山線測量委託 建設 指名 5
東京都新宿区西新宿７－７－２９
㈱中央技術コンサルタンツ
代表取締役　甲斐琴子

4,428,000 非公開 27.1.25
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18 26.6.17 柿の木坂元乗山線設計委託 建設 指名 5
東京都新宿区西新宿７－７－２９
㈱中央技術コンサルタンツ
代表取締役　甲斐琴子

2,052,000 非公開 27.1.25

19 26.7.11 中満１号線測量委託 建設 指名 5
東京都目黒区青葉台４－４－１２－１０１号
㈱オオバ東京支店
支店長　佐藤博行

4,860,000 非公開 27.2.9

20 26.7.11 中満１号線設計委託 建設 指名 5
東京都目黒区青葉台４－４－１２－１０１号
㈱オオバ東京支店
支店長　佐藤博行

1,404,000 非公開 27.2.9

21 26.8.21 一つ橋地質調査委託 建設 指名 12

東京都港区港南２－１６－４品川グランドセント
ラルタワー７階
㈱高島テクノロジーセンター東京支店
支店長　本橋雅登

2,592,000 非公開 26.11.30

22 26.8.21 丹沢ヶ沢川城羅線設計委託 建設 指名 12
東京都狛江市岩戸北３－１６－１５
㈱間瀬コンサルタント東京支店
支店長　完田充穂

2,916,000 非公開 27.3.31

23 26.8.21 丹沢ヶ沢川城羅線測量委託 建設 指名 11
東京都狛江市岩戸北３－１６－１５
㈱間瀬コンサルタント東京支店
支店長　完田充穂

10,260,000 非公開 27.3.31

24 26.8.21 丹沢ヶ沢川城羅線地質調査委託 建設 指名 12
東京都狛江市岩戸北３－１６－１５
㈱間瀬コンサルタント東京支店
支店長　完田充穂

1,728,000 非公開 27.3.31

25 26.8.21
樫立公民館耐震補強及び改修工事実施設
計業務委託

教育 指名 7
東京都港区海岸２－７－６８
㈱ユニバァサル設計東京事務所
取締役副社長　山崎正博

3,024,000 非公開 27.2.27

26 26.10.6 中満１号線地質調査委託 建設 指名 5 不調 不調 非公開 27.2.9

27 26.10.6 柿の木坂元乗山線地質調査委託 建設 指名 5 不調 不調 非公開 27.1.26

28 26.11.6 中道伊郷名線地質調査委託 建設 指名 9

東京都足立区千住１－４－１東京芸術セン
ター18階1809号室
㈱フジヤマ東京支店
支店長　石井正男

5,292,000 非公開 27.2.27

29 26.11.6 樫立中之郷線地質調査委託 建設 指名 9
東京都目黒区青葉台４－４－１２－１０１号
㈱オオバ東京支店
取締役支店長　佐藤博行

1,404,000 非公開 27.2.27

30 26.12.17
大賀郷中学校運動場照明設備設置工事実
施設計業務委託

教育 指名 10 不調 不調 非公開 27.3.20

31 26.12.11 消防設備点検業務委託（小学校） 教育 指名 6
東京都八丈島八丈町樫立２８１１
㈲峯元電気
代表取締役　峯元友也

1,134,000 非公開 27.1.30

32 26.12.11 消防設備点検業務委託（中学校） 教育 指名 6
東京都八丈島八丈町樫立２８１１
㈲峯元電気
代表取締役　峯元友也

540,000 非公開 27.1.30

33 26.12.17 宗四郎細入線測量委託 建設 指名 10 不調 不調 非公開 27.3.31
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34 26.12.17 八丈町役場消防設備点検業務委託
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

777,600 非公開 27.3.31


