
入札日 物品名及び業務名 発注課 落札者 落札金額
（税抜き）

入札方法 指名数 備考

H28.4.12 平成28年度「広報はまだ等」配布業務 総務部　総務課 指名競争入札 5 入札中止

H28.4.12 浜田駅舎自由通路等清掃業務委託 都市建設部　維持管理課
株式会社ジェイアール西日本米
子メンテック 浜田営業所

4,950,000 指名競争入札 6

H28.4.12 浜田市自治会活動保険
地域政策部　まちづくり推
進課

有限会社コテラ総合保険 7,655,470 指名競争入札 6

H28.4.12 浜田市敬老乗車券印刷製本
地域政策部　まちづくり推
進課

合資会社佐々木印刷 3,780,000 指名競争入札 4

H28.4.12 リサイクルトナー購入（単価契約）
総務部　行財政改革推進
課

共立商事株式会社 3,140.00 指名競争入札 5

H28.4.12 A4コピー用紙購入（単価契約）
総務部　行財政改革推進
課

共立商事株式会社 218.00 指名競争入札 5

H28.4.12 旭浄化センター外水質等分析業務 上下水道部　下水道課
日本メンテナスエンジニヤリング
株式会社 浜田支店

780,000 指名競争入札 8

H28.4.12 美川浄水場濁度計購入 上下水道部　工務課 新川電機株式会社 松江営業所 1,450,000 指名競争入札 7

H28.4.12 軽バン（貨物タイプ）のリース（新車1台） 上下水道部　管理課 指名競争入札 8 入札中止

H28.4.12
平成28年度　水道メーター購入（新品 ロング 口径
13mm）

上下水道部　管理課 株式会社ニッコク 広島支店 1,970.00 指名競争入札 4

H28.4.12
平成28年度　水道メーター購入（修理 口径13mm
ロング）

上下水道部　管理課 株式会社ニッコク 広島支店 960.00 指名競争入札 4

H28.4.12 平成28年度　水道メーター購入（新品  口径20mm） 上下水道部　管理課 株式会社ニッコク 広島支店 2,490.00 指名競争入札 4

H28.4.12 平成28年度　水道メーター購入（修理　口径20mm） 上下水道部　管理課 株式会社ニッコク 広島支店 1,160.00 指名競争入札 4

H28.4.13 港町地区公共排水路外清掃業務委託 都市建設部　維持管理課 三浦商事有限会社 3,400,000 指名競争入札 6

平成28年4月分　物品・役務の提供　入札結果

(非課税) 
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H28.4.13 宝憧寺山公園外樹木等管理業務委託 都市建設部　維持管理課 有限会社かねもとグリーン 1,700,000 指名競争入札 10

H28.4.13 東公園樹木等管理業務委託 都市建設部　維持管理課 花坂造園 3,490,000 指名競争入札 10

H28.4.13 ゆうひ公園樹木等管理業務委託 都市建設部　維持管理課 有限会社庭信園 1,980,000 指名競争入札 10

H28.4.13 相生公園外樹木等管理業務委託 都市建設部　維持管理課 株式会社日本海造園 2,100,000 指名競争入札 10

H28.4.13 道分山公園外樹木等管理業務委託 都市建設部　維持管理課 株式会社堀越造園 1,450,000 指名競争入札 10

H28.4.13 市道浜田432号線外道路植栽等管理業務委託 都市建設部　維持管理課 石成道路株式会社 650,000 指名競争入札 10

H28.4.13 栄町ロータリー外道路植栽等管理業務委託 都市建設部　維持管理課 株式会社山重組 2,400,000 指名競争入札 10

H28.4.13 市道大学線外道路植栽等管理業務委託 都市建設部　維持管理課 株式会社三浦工務店 3,100,000 指名競争入札 10

H28.4.13 平成28年度　弥栄イベント広場芝生管理委託業務 教育部　生涯学習課 藤田緑化産業株式会社 1,000,000 指名競争入札 6

H28.4.13 林道程原線道路清掃業務 弥栄支所　産業建設課 株式会社サンクラフト 1,000,000 指名競争入札 6

H28.4.13 市道田野原線道路清掃業務 弥栄支所　産業建設課 第一建設工業株式会社 960,000 指名競争入札 6

H28.4.13
市道木都賀57号線（熊の山川平線）外道路清掃業
務

弥栄支所　産業建設課 三浦商事有限会社 760,000 指名競争入札 6

H28.4.13 平成28年度旭管内市道維持管理業務委託 旭支所　産業建設課 株式会社川村工務所 4,600,000 指名競争入札 5

H28.4.18 三隅大平桜保護管理委託 教育部　文化振興課 司山造園 540,000 指名競争入札 5
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H28.4.18 御部ダム周辺公園管理業務 都市建設部　維持管理課 石央森林組合 3,650,000 指名競争入札 6

H28.4.18 三隅公園草刈等管理業務 都市建設部　維持管理課 合同会社庭広 4,300,000 指名競争入札 5

H28.4.18 龍雲寺公園・高城山草刈等管理業務 都市建設部　維持管理課 宏歸流創苑庭弘 2,450,000 指名競争入札 5

H28.4.18 大麻山公園草刈等管理業務 都市建設部　維持管理課 宏歸流創苑庭弘 1,060,000 指名競争入札 5

H28.4.18 田の浦公園草刈等管理業務 都市建設部　維持管理課 有限会社共進商事 2,600,000 指名競争入札 5

H28.4.18 三隅中央公園法面草刈管理業務 都市建設部　維持管理課 有限会社サンインエアシステム 3,750,000 指名競争入札 5

H28.4.18 三隅中央公園野球場芝生管理業務 都市建設部　維持管理課 有限会社共進商事 900,000 指名競争入札 5

H28.4.18 三隅中央公園陸上競技場・野球場　芝管理業務 都市建設部　維持管理課 指名競争入札 5
入札
打ち切り

H28.4.18 三隅中央公園樹木・広場芝等管理業務 都市建設部　維持管理課 合同会社庭広 3,600,000 指名競争入札 5

H28.4.18 三隅中央公園グラウンド維持管理業務 都市建設部　維持管理課 豊生建設株式会社 650,000 指名競争入札 5

H28.4.19 軽バン（貨物タイプ）のリース（新車1台） 上下水道部　管理課 株式会社石原製作所 18,000 指名競争入札 5

H28.4.26 プラスチック杭購入（単価契約） 都市建設部　地籍調査課
株式会社丸田 浜田建築土木セ
ンター

1,950.00 指名競争入札 6

H28.4.26 浜田市室内プールコースロープ購入 教育部　生涯学習課
有限会社セントラルスポーツ 浜
田店

620,000 指名競争入札 4

H28.4.26 浜田市河川等水質検査業務委託 市民生活部　環境課 ダイワエンジニアリング株式会社 749,200 指名競争入札 8
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H28.4.26
ひゃこるネットみすみ情報ステーション自家用電気
工作物保安管理業務

三隅支所　防災自治課 松﨑電気管理事務所 525,000 指名競争入札 5

H28.4.26 三隅支所周辺及び静流の鐘塔庭園維持管理業務 三隅支所　防災自治課 合同会社庭広 650,000 指名競争入札 5

H28.4.26 平成28年度市道維持管理業務 三隅支所　産業建設課 協栄道路有限会社 7,500,000 指名競争入札 8

H28.4.26 中央図書館植栽管理業務委託 教育部　中央図書館 藤田緑化産業株式会社 1,340,000 指名競争入札 10

H28.4.26 国府・下府海岸緑地管理委託 産業経済部　農林振興課 株式会社日本海造園 2,100,000 指名競争入札 10

H28.4.26 水産加工団地・瀬戸ヶ島公園外緑地管理委託 産業経済部　農林振興課 藤田緑化産業株式会社 3,690,000 指名競争入札 10

H28.4.26 桧ヶ浦・元浜公園緑地管理委託 産業経済部　農林振興課 大野松樹園 1,550,000 指名競争入札 10

H28.4.26 北山沢農村公園維持管理業務 弥栄支所　産業建設課 藤田緑化産業株式会社 2,290,000 指名競争入札 6

H28.4.26 金城支所庭園等管理業務委託 金城支所　防災自治課 有限会社かねもとグリーン 690,000 指名競争入札 5
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