
平成30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 30.2.7 八丈町役場庁舎等夜間警備委託
建設
管財

指名 6
東京都江東区東陽４－１１－３８
㈱オリバー
代表取締役　加藤淳

5,124,600 非公開 31.3.31

2 30.2.7 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　加藤淳

5,317,920 非公開 31.3.31

3 30.3.22 広報はちじょう印刷
企画
情報

指名 6
東京都武蔵村山市榎２－２５－５
明誠企画㈱
代表取締役　西村仁

単価契約
3,713,464

非公開 31.3.31

4 30.3.22 会議録調製業務委託（音声データ反訳） 議会 指名 6
東京都新宿区市谷八幡町１６
㈱会議録研究所
代表取締役　妹尾潤

単価契約
＠15,650

非公開 31.3.31

5 30.4.19 複写機賃貸借及び保守等契約（２台セット） 総務 指名 5
東京都新宿区西新宿６－１４－１
富士ゼロックス東京㈱
ドキュメントソリューション第二営業本部長　道添彰子

6,199,740 非公開 35.4.30

6 30.4.10
八丈島歴史民俗資料館一時移転先内装改
修業務委託

教育 指名 5 入札不調 - 非公開 -

7 30.4.10
八丈町給食センターボイラー交換工事設計
委託

教育 指名 5
東京都港区港南二丁目１２番２３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

1,479,600 非公開 30.5.14

8 30.4.27 地域おこし協力隊自動車賃貸借
企画
情報

指名 5
東京都千代田区神田小川町３－３
東京ＴＹリース㈱
代表取締役　髙橋雄司

1,373,760 非公開 35.6.30

9 30.4.17 八丈町庁舎空調設備点検保守業務委託
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

8,964,000 非公開 31.3.31

10 30.4.23 八重根南原線地質調査委託 建設 指名 6
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

4,320,000 非公開 30.11.10

11 30.4.23 八重根南原線測量委託 建設 指名 6
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

12,960,000 非公開 30.11.10

12 30.4.23 八重根南原線設計委託 建設 指名 6
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

9,936,000 非公開 30.11.10

13 30.5.21
むつみ第二保育園保育室改修工事
設計委託

健康 指名 5 入札不調 - 非公開 -

14 30.5.31
新八丈町クリーンセンター建設に係る総合
支援業務委託

住民 指名 7
東京都千代田区六番町２
国際航業㈱東京支店
支店長　徳永英樹

84,240,000 非公開 32.12.31

15 30.6.11 八丈町庁舎消防設備点検委託
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

1,399,896 非公開 31.3.31

16 30.6.11 八丈町庁舎自家発電機保守点検委託
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

1,074,924 非公開 31.3.31



平成30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 30.7.6 西見山黒金土３号線用地測量委託 建設 指名 9
東京都千代田区東神田２－６－７
㈱フジヤマ東京支店
支店長　鈴木直美

4,320,000 非公開 30.11.30

18 30.8.29
八丈町議会議員選挙ポスター掲示場製作・
設置・撤去委託

総務 指名 6
東京都八丈島八丈町三根４８６９－６
㈲克郎工務店
代表取締役　沖山克身

1,188,000 非公開 30.10.22

19 30.9.10
平成３０～３１年度公営住宅整備事業中道
団地Ｇ棟建設工事監理業務委託

建設
管財

指名 6 入札不調 - 非公開 -

20 30.9.19
八丈町立小中学校校舎防犯カメラ設置委
託

教育 指名 4
東京都八丈島八丈町三根２２５－１５
㈱八丈島富士電化センター
代表取締役　浅沼　睦雄

3,472,200 非公開 30.12.14

21 30.10.10
平成３０年度都市計画基礎調査の一部委
託

企画
情報

指名 5
東京都千代田区東神田２－６－７
㈱フジヤマ東京支店
支店長　鈴木直美

1,166,400 非公開 31.3.15

22 30.10.10 八木沢橋対策検討委託 建設 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

4,147,200 非公開 31.2.28


