
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

H31.03.05 市有地危険木伐採業務
総務部　行財政改革推進
課

株式会社堀越造園 800,000円 指名競争入札 6

H31.03.13 一般廃棄物収集運搬業務委託（旭自治区） 市民生活部　環境課 旭タクシー有限会社 27,720,000円 指名競争入札 5

H31.03.13 一般廃棄物収集運搬業務委託（弥栄自治区） 市民生活部　環境課 三浦商事有限会社 29,800,000円 指名競争入札 5

H31.03.13 一般廃棄物収集運搬業務委託（金城自治区） 市民生活部　環境課 有限会社ダイヤ環境衛生 48,600,000円 指名競争入札 5

H31.03.13 本庁舎等環境衛生管理業務委託（総合） 総務部　安全安心推進課 指名競争入札 4 不落

H31.03.13
北分庁舎冷温水発生機及び空調設備保守業
務委託

総務部　安全安心推進課 株式会社電設サービス 1,220,000円 指名競争入札 5

H31.03.13
小中学校自家用電気工作物保守業務委託
（金城・旭自治区）

教育部　教育総務課 江川電気管理事務所 1,584,000円 指名競争入札 7

H31.03.13
浜田浄苑自家用電気工作物保安管理業務委
託

市民生活部　環境課 石橋電気管理事務所 900,000円 指名競争入札 7

H31.03.13
浜田市不燃ごみ処理場自家用電気工作物保
安管理及びデマンド管理業務委託

市民生活部　環境課 田中電気管理事務所 1,296,000円 指名競争入札 7

H31.03.13
ひゃこるネットみすみ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 576,000円 指名競争入札 7

H31.03.13
浜田市立三隅図書館自家用電気工作物保安
管理業務

教育部　生涯学習課 松﨑電気管理事務所 504,000円 指名競争入札 7

H31.03.13 普通乗用車のリース（広島事務所新車1台） 産業経済部　広島事務所 株式会社ブルーコーンズ 30,300円 指名競争入札 6

平成31年3月　物品・役務の提供　入札結果
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H31.03.13 仮眠用布団賃貸借 消防本部　総務課 株式会社岩多屋 3,906,000円 指名競争入札 6

H31.03.15 北分庁舎浄化槽維持管理業務委託 総務部　安全安心推進課 有限会社ダイヤ環境衛生 2,970,000円 指名競争入札 5

H31.03.15
国府地区公衆便所浄化槽設備保守点検業務
委託

産業経済部　観光交流課 有限会社ダイヤ環境衛生 5,400,000円 指名競争入札 5

H31.03.15
瀬戸ヶ島公衆便所浄化槽設備保守点検業務
委託

産業経済部　観光交流課 有限会社ダイヤ環境衛生 1,980,000円 指名競争入札 5

H31.03.15
浜田市立浜田東中学校浄化槽保守管理業務
委託

教育部　教育総務課 有限会社石見浄化槽センター 1,800,000円 指名競争入札 5

H31.03.15 元浜公園外トイレ浄化槽維持管理業務委託 都市建設部　維持管理課 有限会社大成浄化センター 2,670,000円 指名競争入札 5

H31.03.15 浜田駅舎浄化槽維持管理業務委託 都市建設部　維持管理課 有限会社ダイヤ環境衛生 858,000円 指名競争入札 5

H31.03.15
浄化槽保守管理業務委託（久佐公民館・今福
公民館・波佐公民館）

教育部　生涯学習課 有限会社石見浄化槽センター 3,880,000円 指名競争入札 3

H31.03.15
浄化槽保守管理業務委託（美又公民館・小国
公民館）

教育部　生涯学習課 有限会社大成浄化センター 2,123,000円 指名競争入札 3

H31.03.15
浜田市消防本部及び浜田消防署環境衛生管
理業務委託

消防本部　総務課 太平ビルサービス株式会社 5,562,000円 指名競争入札 6

H31.03.15
西部消防署及び出張所４箇所の清掃業務委
託

消防本部　総務課 浜田ビルメンテナンス株式会社 965,000円 指名競争入札 6

H31.03.15
浜田市旭支所庁舎及び旭センター清掃業務
委託

旭支所　防災自治課 浜田ビルメンテナンス株式会社 2,910,000円 指名競争入札 6
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H31.03.15 浜田市三隅支所庁舎・分室清掃業務 三隅支所　防災自治課 浜田ビルメンテナンス株式会社 3,468,000円 指名競争入札 6

H31.03.15 浜田市弥栄支所清掃業務委託 弥栄支所　防災自治課 浜田ビルメンテナンス株式会社 4,140,000円 指名競争入札 6

H31.03.15
浜田自治区観光施設公衆便所等清掃管理業
務委託

産業経済部　観光交流課 浜田ビルメンテナンス株式会社 7,398,000円 指名競争入札 6

H31.03.15
浜田市勤労青少年ホーム館内外清掃業務委
託

産業経済部　産業政策課 太平ビルサービス株式会社 672,000円 指名競争入札 6

H31.03.15 元浜公園外トイレ清掃業務委託 都市建設部　維持管理課 浜田ビルメンテナンス株式会社 1,761,000円 指名競争入札 6

H31.03.15 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ＪＲ西日本米子メンテッ
ク

6,750,000円 指名競争入札 6

H31.03.15 浜田市立中央図書館浄化槽維持管理業務 教育部　生涯学習課 有限会社ダイヤ環境衛生 1,680,000円 指名競争入札 5

H31.03.26
平成31年度「広報はまだ」印刷業務及び有料
広告掲載に関する業務（単価契約）

市長公室 柏村印刷株式会社 54.00円 指名競争入札 8

H31.03.26
「はまだ議会だより」の印刷請負業務（単価契
約）

浜田市議会　議会事務局 柏村印刷株式会社 44.16円 指名競争入札 8

H31.03.26
平成31年度固定資産税納税通知書等の製本
作業委託

財務部　資産税課 柏村印刷株式会社 1,327,050円 指名競争入札 3

H31.03.26
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポ
リオ混合ワクチン購入（単価契約）

健康福祉部　地域医療対
策課

ティーエスアルフレッサ株式会社 6,500.00円 指名競争入札 4

H31.03.26
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド購入（単
価契約）

健康福祉部　地域医療対
策課

株式会社セイエル 1,300.00円 指名競争入札 4
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H31.03.26 不活化ポリオワクチン購入（単価契約）
健康福祉部　地域医療対
策課

株式会社エバルス 5,450.00円 指名競争入札 4

H31.03.26
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン購入
（単価契約）

健康福祉部　地域医療対
策課

株式会社エバルス 6,050.00円 指名競争入札 4

H31.03.26
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン購入（単価契
約）

健康福祉部　地域医療対
策課

株式会社エバルス 3,250.00円 指名競争入札 4

H31.03.26 乾燥BCGワクチン購入（単価契約）
健康福祉部　地域医療対
策課

株式会社サンキ 3,000.00円 指名競争入札 4

H31.03.26
乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチン購入（単価契
約）

健康福祉部　地域医療対
策課

株式会社セイエル 4,140.00円 指名競争入札 4

H31.03.26
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン購入（単価
契約）

健康福祉部　地域医療対
策課

株式会社サンキ 7,200.00円 指名競争入札 4

H31.03.26
組換え沈降2価及び4価ヒトパピローマウイルス
様粒子ワクチン購入（単価契約）

健康福祉部　地域医療対
策課

ティーエスアルフレッサ株式会社 12,000.00円 指名競争入札 4

H31.03.26 乾燥弱毒生水痘ワクチン購入（単価契約）
健康福祉部　地域医療対
策課

ティーエスアルフレッサ株式会社 4,520.00円 指名競争入札 4

H31.03.26
組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（0.25ml）購入
（単価契約）

健康福祉部　地域医療対
策課

株式会社サンキ 1,970.00円 指名競争入札 4

H31.03.26
組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（0.5ml）購入（単
価契約）

健康福祉部　地域医療対
策課

株式会社サンキ 2,170.00円 指名競争入札 4

H31.03.26
組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（0.25ml）シリンジ
購入（単価契約）

健康福祉部　地域医療対
策課

株式会社サンキ 2,015.00円 指名競争入札 4

H31.03.26
組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（0.5ml）シリンジ
購入（単価契約）

健康福祉部　地域医療対
策課

株式会社サンキ 2,238.00円 指名競争入札 4
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H31.03.26
市指定ごみ袋保管・配達業務及び動物死体
収集運搬業務委託

市民生活部　環境課 有限会社弥栄総合企画 3,900,000円 指名競争入札 5

H31.03.26
島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選
挙開票会場テーブル等設置業務

選挙管理委員会　事務局 有限会社岡本テント商会 255,000円 指名競争入札 7

H31.03.26 メタノール購入（単価契約） 市民生活部　環境課 四国環境整備興業株式会社 35.00円 指名競争入札 10

H31.03.26 次亜塩素酸ソーダ購入（単価契約） 市民生活部　環境課 有限会社野津善助商店 57.00円 指名競争入札 10

H31.03.26 高分子凝集剤購入（単価契約） 市民生活部　環境課 合資会社第弐商会 375.00円 指名競争入札 10

H31.03.26 アルミ系凝集剤購入（単価契約） 市民生活部　環境課 有限会社野津善助商店 33.00円 指名競争入札 10

H31.03.26
活性炭（水処理用）浜田浄苑分購入（単価契
約）

市民生活部　環境課 山陰酸素工業株式会社 438.00円 指名競争入札 10

H31.03.26
活性炭（水処理用）不燃ごみ処理場分購入
（単価契約）

市民生活部　環境課 浅野環境ソリューション株式会社 624.00円 指名競争入札 10

H31.03.26 液体苛性ソーダ購入（単価契約） 市民生活部　環境課 山陰酸素工業株式会社 32.80円 指名競争入札 10

H31.03.26 塩化第二鉄購入（単価契約） 市民生活部　環境課 山陰酸素工業株式会社 63.00円 指名競争入札 10

H31.03.26 カルシウム分散剤購入（単価契約） 市民生活部　環境課 浅野環境ソリューション株式会社 750.00円 指名競争入札 10

H31.03.26 キレート剤購入（単価契約） 市民生活部　環境課 浅野環境ソリューション株式会社 1,850.00円 指名競争入札 10
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H31.03.26
活性炭（脱臭用低濃度系・中濃度系）購入（複
数単価契約）

市民生活部　環境課 合資会社第弐商会 1,915,000円 指名競争入札 10

H31.03.27 校務用Office等ライセンスの購入 教育部　学校教育課
株式会社浜田コンピュータシス
テム

2,955,000円 指名競争入札 11

H31.03.27 浜田市上水道管末水質検査業務委託 上下水道部　工務課 浜田ビルメンテナンス株式会社 1,200,000円 指名競争入札 5

H31.03.27
浜田市不燃ごみ処理場及び埋立処分場並び
に浜田浄苑ダイオキシン類等各種検査測定
業務委託

市民生活部　環境課 株式会社エヌ・イーサポート 3,300,000円 指名競争入札 10
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