
【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所

1 総務課 委託 財務会計システム保守 東広島市西条町上三永７６６番地１ 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月28日
株式会社ぎょうせい　中
国支社

広島市中区三川町2番10号 324,000

2 総務課 委託 財務会計ハードウェア保守 東広島市西条町上三永７６６番地１ 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月28日
株式会社ぎょうせい　中
国支社

広島市中区三川町2番10号 114,048

3 総務課 賃貸借 公会計対応財務会計システム賃貸借 東広島市西条町上三永７６６番地１ 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月28日
ＮＴＴファイナンス株式会
社　中国支店

広島市中区立町2番27号 104,846

4 総務課 物品購入等
広島中央環境衛生組合職員き章及び組
合旗

広島中央環境衛生組合総務課 平成29年2月28日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成29年2月28日 有限会社　高橋旗店 東広島市西条朝日町１３番９号 540,000

5 総務課 委託
公会計「統一的な基準」対応固定資産台
帳等整備業務

広島中央環境衛生組合行政区域
管内（東広島市、竹原市及び大崎
上島町）

平成28年5月3日 平成29年3月24日 随意契約（１者） 平成28年5月2日
税理士法人　長谷川会
計

広島市西区庚午中二丁目11-1 1,080,000

6 総務課 委託
広島中央環境衛生組合章商標登録等業
務

広島中央環境衛生組合行政区域
管内（東広島市、竹原市及び大崎
上島町）及び委任者の事務所

平成28年5月10日 平成29年3月24日 その他 平成28年5月9日 三原特許事務所 広島市中区幟町13番14号 485,240

7 総務課 委託 法律顧問委託
広島中央環境衛生組合行政区域
管内（東広島市、竹原市及び大崎
上島町）及び委任者の事務所

平成28年5月17日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年5月16日 弁護士　安村　和幸 広島市中区東白島町14番15号 50,000円／月

8 総務課 賃貸借 パソコン機器等賃貸借
広島中央環境衛生組合行政区域
管内（東広島市、竹原市及び大崎
上島町）

平成28年7月6日 平成33年7月31日 指名競争入札 平成28年7月5日
理研産業株式会社　東
広島営業所

東広島市西条中央七丁目3番
59号

4,665,600

9 業務１課 物品購入等 平成２８年度工業薬品単価契約（消石灰）
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年2月23日
㈱木村商会東広島営業
所

東広島市西条町田口164-23
1ｔ当たり単価

38.664

10 業務１課 物品購入等 平成２８年度工業薬品単価契約（活性炭）
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年2月23日
山本コーポレーション㈱
広島営業所

広島市西区草津港2丁目8-31
1ｔ当たり単価

104.76

11 業務１課 物品購入等
平成２８年度工業薬品単価契約（重金属
安定剤）

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年2月23日 ㈱ナカムラ 廿日市市木材港南4番13号
1ｔ当たり単価

168.48

12 業務１課 物品購入等 平成２８年度工業薬品単価契約（尿素水）
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年2月23日 ㈱ナカムラ 廿日市市木材港南4番13号
1ｔ当たり単価

39.636

13 業務１課 物品購入等 オイル
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年5月16日 平成28年6月30日 随意契約 平成28年5月16日 ㈲市地工業 東広島市西条町寺家757番地 375,720

契約を締 結した日
契約の相手方

契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間
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【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所
契約を締 結した日

契約の相手方
契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間

14 業務１課 物品購入等 パドル式レベルスイッチ
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年10月26日 平成29年1月31日 随意契約 平成28年10月26日
新川電機㈱中国支社東
広島オフィス

東広島市鏡山3丁目13-26広島
テクノプラザ260号室

313,500

15 業務１課 物品購入等 油圧シリンダー
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年11月30日 平成29年2月28日 随意契約 平成28年11月30日 ㈲市地工業 東広島市西条町寺家757番地 437,400

16 業務１課 物品購入等 灯油
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年11月11日 平成28年11月18日 随意契約 平成28年11月11日 ㈲こだま石油 東広島市八本松町正力1102-2 397,440

17 業務１課 物品購入等 灯油
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成29年1月27日 平成29年2月3日 随意契約 平成29年1月27日 ㈱新出光広島支店 広島市南区稲荷町5番18号 468,288

18 業務１課 物品購入等 灯油
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成29年3月22日 平成29年3月31日 随意契約 平成29年3月22日 ㈲こだま石油 東広島市八本松町正力1102-2 447,552

19 業務１課 その他 大人用パンフレット
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年5月16日 平成28年6月30日 随意契約（１者） 平成28年5月16日
ＪＦＥエンジニアリング㈱
中国支店

広島市中区袋町4番25号 475,200

20 業務１課 修繕
平成28年度賀茂環境衛生センターごみ処
理施設補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年7月5日 平成29年3月25日 随意契約（１者） 平成28年7月4日
ＪＦＥエンジニアリング㈱
中国支店

広島市中区袋町4番25号 136,620,000

21 業務１課 修繕
平成28年度賀茂環境衛生センター３号炉
ごみ投入扉補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年7月29日 平成28年9月15日 随意契約 平成28年7月28日 ㈲市地工業 東広島市西条町寺家757番地 448,200

22 業務１課 修繕
平成28年度賀茂環境衛生センター管理棟
１階トイレほか補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年8月10日 平成28年9月30日 随意契約 平成28年8月9日 ㈲市地工業 東広島市西条町寺家757番地 488,160

23 業務１課 修繕
平成28年度賀茂環境衛生センター１、２号
炉排ガスダクト補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年11月16日 平成28年12月28日 随意契約（１者） 平成28年11月15日
ＪＦＥエンジニアリング㈱
中国支店

広島市中区袋町4番25号 853,200

24 業務１課 修繕
平成28年度賀茂環境衛生センター１・２号
炉ごみピット照明補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年11月17日 平成29年3月25日 指名競争入札 平成28年11月16日 ㈱ニチゾウテック 尾道市向東町14755番地 2,041,200

25 業務１課 修繕
平成28年度賀茂環境衛生センター計量器
機構部補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年11月25日 平成29年3月24日 随意契約 平成28年11月24日 ㈱村尾計量器店 尾道市高須町5630番地3 456,786

26 業務１課 修繕
平成28年度賀茂環境衛生センター３号炉
飛灰成形品コンベヤベルト補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年11月29日 平成28年12月22日 随意契約（１者） 平成28年11月28日
ＪＦＥエンジニアリング㈱
中国支店

広島市中区袋町4番25号 756,000
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【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所
契約を締 結した日

契約の相手方
契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間

27 業務１課 修繕
平成28年度賀茂環境衛生センター３号炉
ごみクレーン巻上ドラム補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年12月7日 平成29年3月24日 指名競争入札 平成28年12月6日 ㈲市地工業 東広島市西条町寺家757番地 1,684,800

28 業務１課 修繕
平成28年度賀茂環境衛生センター３号炉
飛灰成形品コンベヤ補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年12月23日 平成29年3月24日 指名競争入札 平成28年12月22日 ㈲市地工業 東広島市西条町寺家757番地 853,200

29 業務１課 修繕 重機特定自主検査（油圧ショベル）
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年12月13日 平成28年12月28日 随意契約（１者） 平成28年12月12日
㈱クボタ建機ジャパン呉
営業所

呉市広多賀谷3-4-10 439,749

30 業務１課 修繕
平成28年度賀茂環境衛生センター温水循
環ポンプ№２補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成29年2月1日 平成29年3月24日 随意契約 平成29年1月31日 ㈲市地工業 東広島市西条町寺家757番地 496,800

31 業務１課 その他 トラックスケール法定検査
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年8月17日 平成29年9月15日 随意契約（１者） 平成28年8月16日 ㈱村尾計量器店 尾道市高須町5630番地3 348,840

32 業務１課 委託
平成２８年度賀茂環境衛生センター自家
用電気工作物保安管理業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年2月26日
一般財団法人中国電気
保安協会

広島市中区小町4番33号 1,350,000

33 業務１課 委託
平成２８年度賀茂環境衛生センター昇降
機保守点検業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年3月18日
三菱電機ビルテクノ
サービス㈱中国支社

広島市中区中町7番22号 246,240

34 業務１課 委託
平成２８年度賀茂環境衛生センター管理
棟・工場棟清掃業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年3月8日 オスカー管財㈱ 東広島市西条町助実1638番3 1,350,000

35 業務１課 委託
平成２８年度賀茂環境衛生センターごみ
処理施設運転管理業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月14日 ＪＦＥ環境サービス㈱ 横浜市鶴見区弁天町3番地 192,132,000

36 業務１課 委託
平成２８年度賀茂環境衛生センター焼却
灰等運搬業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月17日 ㈲岡本運輸
東広島市黒瀬町乃美尾1770番
地2

80,352,000

37 業務１課 委託
平成２８年度賀茂環境衛生センター大気・
水質等分析検査業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年3月2日
エヌエス環境㈱広島営
業所

広島市佐伯区旭園3-33-403 5,292,000

38 業務１課 委託
平成28年度賀茂環境衛生センター内樹木
等管理業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年6月29日 平成29年2月28日 指名競争入札 平成28年6月28日 ㈱堀内造園 東広島市高屋町造賀1264-2 1,080,000

39 業務１課 委託
平成28年度賀茂環境衛生センター周辺山
林下刈り及び場内除草業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年6月30日 平成28年11月30日 指名競争入札 平成28年6月29日 賀茂地方森林組合
東広島市高屋町稲木2010番地
の5

1,242,000
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【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所
契約を締 結した日

契約の相手方
契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間

40 業務１課 委託
平成28年度賀茂環境衛生センター及び屋
内多目的広場消防用設備等点検業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年7月14日 平成29年3月25日 随意契約 平成28年7月13日 西条電気㈱ 東広島市西条昭和町5番10号 213,875

41 業務１課 委託
平成28年度廃スプリングマット類処理業
務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成28年9月17日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年9月16日 ㈱オガワエコノス 府中市高木町502番地の10

1ｔ当たり単価
119

1車当たり単価
37800

42 業務１課 委託
平成28年度微量ＰＣＢ廃棄物運搬・処理
業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成29年1月17日 平成29年3月24日 随意契約（１者） 平成29年1月16日 オオノ開発㈱
愛媛県松山市北海本町甲184
番

2,970,000

43 業務１課 委託
平成28年度賀茂環境衛生センター計量用
帳票ソフト改造業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
衛生センター

平成29年2月8日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成29年2月7日 ㈱村尾計量器店 尾道市高須町5630番地3 810,000

44 業務１課 委託 し尿処理施設運転管理業務 賀茂環境衛生センター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月17日 株式会社東広環境保全
東広島市西条中央三丁目５番
２０号

77,976,000

45 業務１課 委託 し尿処理施設沈砂・受入槽等清掃業務 賀茂環境衛生センター 平成28年9月2日 平成29年2月24日 随意契約（１者） 平成28年9月1日 株式会社東広環境保全
東広島市西条中央三丁目５番
２０号

464,400

46 業務１課 委託 し尿処理水圧送管洗管業務 賀茂環境衛生センター 平成28年9月15日 平成29年3月24日 随意契約（１者） 平成28年9月14日
王子エンジニアリング
株式会社呉事業部

呉市広末広２丁目１番１号 493,560

47 業務１課 委託
し尿処理施設中・低濃度脱臭用活性炭入
替業務

賀茂環境衛生センター 平成28年9月22日 平成28年12月26日 指名競争入札 平成28年9月21日 高田化学株式会社 広島市中区袋町６番１９号 1,416,960

48 業務１課 修繕
し尿処理施設№1繊維除去装置インバー
タ補修整備

賀茂環境衛生センター 平成28年4月28日 平成28年7月31日 随意契約（１者） 平成28年4月27日
ＪＦＥエンジニアリング
株式会社　中国支店

広島市中区袋町４番２５号 691,200

49 業務１課 修繕
平成２８年度賀茂環境衛生センターし尿
処理施設補修整備

賀茂環境衛生センター 平成28年7月22日 平成29年3月24日 随意契約（１者） 平成28年7月21日
ＪＦＥエンジニアリング
株式会社　中国支店

広島市中区袋町４番２５号 31,968,000

50 業務１課 修繕
し尿処理施設水中攪拌機（SR4400）補修
整備

賀茂環境衛生センター 平成28年8月9日 平成28年8月26日 随意契約 平成28年8月8日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 393,012

51 業務１課 修繕 し尿処理施設脱臭用次亜配管補修整備 賀茂環境衛生センター 平成28年8月10日 平成28年9月30日 随意契約 平成28年8月9日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 456,840

52 業務１課 修繕
平成２８年度し尿処理施設相互ポンプ補
修整備

賀茂環境衛生センター 平成28年9月30日 平成29年3月24日 指名競争入札 平成28年9月29日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 4,336,200
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【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所
契約を締 結した日

契約の相手方
契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間

53 業務１課 修繕
平成２８年度し尿処理施設小松ゼノア補
修整備

賀茂環境衛生センター 平成28年9月30日 平成29年3月24日 指名競争入札 平成28年9月29日 市川物産株式会社 広島市中区小町３番１７号 2,354,400

54 業務１課 修繕
平成２８年度し尿処理施設日機装補修整
備

賀茂環境衛生センター 平成28年9月30日 平成29年3月24日 指名競争入札 平成28年9月29日
王子エンジニアリング
株式会社呉事業部

呉市広末広２丁目１番１号 1,404,000

55 業務１課 修繕
平成２８年度し尿処理施設太平洋機工補
修整備

賀茂環境衛生センター 平成28年9月30日 平成29年3月24日 指名競争入札 平成28年9月29日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 1,382,400

56 業務１課 修繕
平成２８年度し尿処理施設兵神装備補修
整備

賀茂環境衛生センター 平成28年9月30日 平成29年3月24日 指名競争入札 平成28年9月29日 三浦技研工業株式会社
広島市南区出島二丁目４番５５
号

6,372,000

57 業務１課 修繕 し尿処理施設№1固液分離装置補修整備 賀茂環境衛生センター 平成28年10月26日 平成29年2月28日 随意契約（１者） 平成28年10月25日
ＪＦＥエンジニアリング
株式会社　中国支店

広島市中区袋町４番２５号 3,240,000

58 業務１課 修繕
し尿処理施設アルカリ循環ポンプ補修整
備

賀茂環境衛生センター 平成28年11月2日 平成28年12月28日 随意契約 平成28年11月1日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 496,800

59 業務１課 修繕 し尿処理施設№2冷却器補修整備 賀茂環境衛生センター 平成28年11月11日 平成29年3月24日 指名競争入札 平成28年11月10日
株式会社
東海ボイラ工業所

広島市西区中広町２丁目５番１
５号

1,242,000

60 業務１課 修繕
し尿処理施設№1冷水循環ポンプ補修整
備

賀茂環境衛生センター 平成28年11月25日 平成29年1月31日 随意契約 平成28年11月24日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 453,600

61 業務１課 修繕 し尿処理施設熱交換器補修整備 賀茂環境衛生センター 平成28年12月20日 平成29年2月28日 随意契約 平成28年12月19日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 486,000

62 業務１課 修繕
し尿処理施設№2固液分離装置インバー
タ補修整備

賀茂環境衛生センター 平成28年12月27日 平成29年2月28日 随意契約（１者） 平成28年12月26日
ＪＦＥエンジニアリング
株式会社　中国支店

広島市中区袋町４番２５号 410,400

63 業務１課 修繕
し尿処理施設受入槽点検口・配管補修整
備

賀茂環境衛生センター 平成29年3月3日 平成29年3月30日 随意契約 平成29年3月2日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 488,160

64 業務１課 物品購入等 硫酸バンド 賀茂環境衛生センター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年2月23日 株式会社ナカムラ 廿日市市木材港南４番１３号 17.28/kg

65 業務１課 物品購入等 苛性ソーダ 賀茂環境衛生センター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年2月23日
広島和光株式会社
東広島営業所

東広島市鏡山３丁目１２番２６
号

22.68/kg
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【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所
契約を締 結した日

契約の相手方
契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間

66 業務１課 物品購入等 高分子凝集剤 賀茂環境衛生センター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年2月23日
広島和光株式会社
東広島営業所

東広島市鏡山３丁目１２番２６
号

367.2/kg

67 業務１課 物品購入等 次亜塩素酸ソーダ 賀茂環境衛生センター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年2月23日 株式会社ナカムラ 廿日市市木材港南４番１３号 30.24/kg

68 業務１課 物品購入等 水中攪拌機メカニカルシール 賀茂環境衛生センター 平成28年6月11日 平成28年6月30日 随意契約（１者） 平成28年6月10日
ラサ商事株式会社
広島支店

広島市南区京橋町９番２１号 394,632

69 業務１課 修繕 屋内多目的広場空調機（室外機）修理
東広島市西条町上三永７６６番地
賀茂環境衛生センター多目的広場

平成28年11月11日 平成28年11月30日 随意契約（１者） 平成28年11月10日 光元設備工業（株） 東広島市西条町寺家7959-3 388,800

70 業務１課 委託
平成２８年度賀茂環境衛生センター多目
的広場空調設備点検業務

東広島市西条町上三永７６６番地
賀茂環境衛生センター多目的広場

平成28年7月29日 平成29年3月24日 随意契約（１者） 平成28年7月28日 光元設備工業（株） 東広島市西条町寺家7959-3 291,600

71 業務１課 委託
平成２８年度賀茂環境衛生センター多目
的広場浄化槽保守点検業務

東広島市西条町上三永７６６番地
賀茂環境衛生センター多目的広場

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月30日 （株）伯和総業 東広島市西条町助実３５番地２ 145,337

72 業務１課 委託
平成２９年度賀茂環境衛生センター多目
的広場管理業務

東広島市西条町上三永７６６番地
賀茂環境衛生センター多目的広場

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月16日 上三永三区 東広島市西条町上三永1847 1,764,600

73 業務１課 委託
三永の里裏下三永３号線市道境界確認
業務

東広島市西条町下三永４２０番地７
地先

平成29年3月18日 平成29年3月24日 随意契約 平成29年3月17日 （株）広測コンサルタント
東広島市西条町西条東８０９番
地１

345,600

74 業務１課 委託 自家用電気工作物保安管理業務 安芸津クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年3月14日 平岡電気管理事務所 東広島市高屋町小谷１３５２ 185,328

75 業務１課 委託 施設警備業務 安芸津クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月15日
広島綜合警備保障
株式会社

広島市安佐南区西原８丁目３４
番３号

463,968

76 業務１課 委託 し尿処理施設運転管理業務 安芸津クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月16日
アタカメンテナンス
株式会社大阪支店

大阪市此花区西九条５－３－２
８

16,167,600

77 業務１課 委託 し尿処理施設運転管理業務 安芸津クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月16日 有限会社西明商店
東広島市安芸津町風早５５０番
地１

7,344,000

78 業務１課 委託 大気・水質等分析検査業務 安芸津クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年3月2日
株式会社
中国環境分析センター

竹原市塩町一丁目３番１号 540,000
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【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所
契約を締 結した日

契約の相手方
契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間

79 業務１課 委託 貯留槽等清掃業務 安芸津クリーンセンター 平成28年10月19日 平成28年12月22日 随意契約（１者） 平成28年10月18日 株式会社東広環境保全
東広島市西条中央三丁目５番
２０号

513,000

80 業務１課 修繕 し尿処理施設補修整備 安芸津クリーンセンター 平成28年7月6日 平成29年1月31日 随意契約（１者） 平成28年7月5日
日立造船株式会社
中国支社

広島市中区幟町１３番１４号 18,576,000

81 業務１課 修繕 ＩＺ循環ポンプほか補修整備 安芸津クリーンセンター 平成28年11月2日 平成29年3月24日 指名競争入札 平成28年11月1日
日立造船株式会社
中国支社

広島市中区幟町１３番１４号 5,702,400

82 業務１課 修繕 オーバースライダー補修整備 安芸津クリーンセンター 平成28年11月15日 平成29年3月24日 随意契約 平成28年11月14日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 395,280

83 業務１課 物品購入等 ポﾘ鉄１１％３㎥タンク 安芸津クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年2月23日
山本コーポレーション
株式会社広島営業所

広島市西区草津港２丁目８－３
１

35.64/kg

84 業務１課 物品購入等 ポﾘ鉄１１％２㎥タンク 安芸津クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年2月23日
山本コーポレーション
株式会社広島営業所

広島市西区草津港２丁目８－３
１

37.584/kg

85 業務１課 物品購入等 次亜塩素酸ソーダ 安芸津クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年2月23日 株式会社ナカムラ 廿日市市木材港南４番１３号 34.56/kg

86 業務１課 物品購入等 苛性ソーダ 安芸津クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年2月23日
山本コーポレーション
株式会社広島営業所

広島市西区草津港２丁目８－３
１

27.324/kg

87 業務１課 物品購入等 高分子凝集 安芸津クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年2月23日 三泰産業株式会社
広島市中区東千田町一丁目３
番２０号

648/kg

88 業務１課 物品購入等 活性炭（新炭） 安芸津クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年2月23日
オカモト産業株式会社
広島営業所

東広島市高屋台１丁目１０番１
７号

432/kg

89 業務１課 物品購入等 活性炭（再生炭） 安芸津クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年2月23日
オカモト産業株式会社
広島営業所

東広島市高屋台１丁目１０番１
７号

270/kg

90 業務２課 委託
平成２８年度賀茂環境センター廃乾電池
処分業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年4月26日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年3月10日
JFE条鋼㈱西日本工場
水島製造所

岡山県倉敷市水島川崎通1-5-
2

1ｔ当たり
単価54,000

91 業務２課 委託
平成２８年度賀茂環境センター廃蛍光管
処分業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年4月26日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年4月25日 ㈱都市ビルサービス 東広島市八本松町原4792
1ｔ当たり

単価84,240
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【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所
契約を締 結した日

契約の相手方
契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間

92 業務２課 物品購入等 工業薬品(液体苛性ソーダ)
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年4月15日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年4月15日
広島和光㈱東広島営業
所

東広島市西条町上三永766-1 1㎏当たり単価25.92

93 業務２課 物品購入等 工業薬品(ポリテツ・Ｒグレード)
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年4月15日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年4月15日
山本コーポレーション㈱
広島営業所

広島市西区草津港2-8-31 1㎏当たり単価43.20

94 業務２課 物品購入等 工業薬品(液体炭酸ソーダ)
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年4月15日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年4月15日 高田化学㈱ 広島市中区袋町6-19 1㎏当たり単価66.96

95 業務２課 物品購入等 工業薬品(メタノール)
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年4月15日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年4月15日 三泰産業㈱ 広島市中区東千田町1-3-20 1㎏当たり単価110.16

96 業務２課 物品購入等 水処理用活性炭
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年11月15日 平成29年2月28日 指名競争入札 平成28年11月15日
山本コーポレーション㈱
広島営業所

広島市西区草津港2-8-31 618,062

97 業務２課 委託
平成２８年度賀茂環境センター水質等検
査業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年3月10日 東和環境科学㈱ 広島市中区舟入町6-5 3,996,000

98 業務２課 賃貸借 最終処分場二工区用ブルドーザ賃貸借
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年6月1日 平成29年6月30日 随意契約 平成28年5月10日
キャタピラーウエスト
ジャパン㈱

東広島市黒瀬町兼広881-10 399,600

99 業務２課 委託
平成２８年度粗大ごみ処理施設運転管理
業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月25日
有限会社賀茂エヌケイ
サービスセンター

東広島市西条町上三永24番地
11

99,900,000

100 業務２課 委託
平成２８年度ペットボトル等処理施設運転
管理業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月25日 株式会社東広環境保全
東広島市西条中央三丁目5番
20号

97,524,000

101 業務２課 委託 平成２８年度最終処分場埋立管理業務
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月25日
有限会社賀茂エヌケイ
サービスセンター

東広島市西条町上三永24番地
11

7,117,200

102 業務２課 委託
平成２８年度浸出水処理施設運転管理業
務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月25日 株式会社東広環境保全
東広島市西条中央三丁目5番
20号

7,452,000

103 業務２課 委託 平成２８年度場内除草業務
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年6月3日 平成28年11月30日 指名競争入札 平成28年6月3日 黒瀬町森林組合 東広島市黒瀬町丸山1445番地 4,752,000

104 業務２課 委託
賀茂環境センター最終処分場２工区槽内
樹木伐採及び搬出業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成29年2月18日 平成29年3月31日 随意契約 平成29年2月17日 黒瀬町森林組合 東広島市黒瀬町丸山1445番地 248,400
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【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所
契約を締 結した日

契約の相手方
契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間

105 業務２課 委託 平成２８年度粗大ごみ処理施設点検業務
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年8月10日 平成28年10月31日 指名競争入札 平成28年8月9日 株式会社ニチゾウテック 尾道市向東町14755番地 1,080,000

106 業務２課 委託
平成２８年度ペットボトル等処理施設点検
業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年8月10日 平成28年10月31日 指名競争入札 平成28年8月9日
王子エンジニアリング株
式会社呉事業部

呉市広末広2丁目1番1号 756,000

107 業務２課 委託
平成２８年度賀茂環境センターガス検知
警報装置保守点検業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年5月10日 平成29年3月28日 指名競争入札 平成28年5月9日 中外テクノス株式会社 広島市西区横川新町9番12号 1,393,200

108 業務２課 修繕
平成２８年度賀茂環境センター粗大ごみ
処理施設補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年5月28日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年5月27日
エスエヌ環境テクノロ
ジー株式会社

大阪市此花区西九条5丁目3番
28号

58,860,000

109 業務２課 修繕
平成２８年度ペットボトル等処理施設補修
整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年5月28日 平成28年9月30日 随意契約（１者） 平成28年5月27日 極東開発工業株式会社
兵庫県西宮市甲子園口六丁目
1番45号

7,992,000

110 業務２課 修繕 平成２８年度浸出水処理施設補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年12月1日 平成29年3月24日 指名競争入札 平成28年11月30日
クボタ環境サービス株
式会社中国支店

広島市中区袋町4番25号 2,581,200

111 業務２課 修繕 平成２８年度最終処分場二工区補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年12月27日 平成29年3月28日 指名競争入札 平成28年12月26日 株式会社ニチゾウテック 尾道市向東町14755番地 3,132,000

112 業務２課 修繕 平成２８年度汚泥脱水機補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年10月25日 平成28年3月24日 随意契約（１者） 平成28年10月24日
クボタ環境サービス株
式会社中国支店

広島市中区袋町4番25号 1,890,000

113 業務２課 修繕
平成２８年度容プラ梱包機油圧ユニット補
修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成29年2月8日 平成29年3月30日 指名競争入札 平成29年2月7日
王子エンジニアリング株
式会社呉事業部

呉市広末広2丁目1番1号 572,400

114 業務２課 修繕 平成２８年度破砕機室照明機器補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成29年1月25日 平成29年3月28日 指名競争入札 平成29年1月24日 中国菱機株式会社
東広島市西条土与丸四丁目2
番63号

777,600

115 業務２課 修繕 平成２８年度高圧気中開閉器補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年12月27日 平成29年3月28日 指名競争入札 平成28年12月26日 中国菱機株式会社
東広島市西条土与丸四丁目2
番63号

486,000

116 業務２課 修繕 平成２８年度リンググラインダー再生補修
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年6月1日 平成28年7月31日 指名競争入札 平成28年5月31日
特殊電極株式会社広島
営業所

広島市西区大芝3丁目14番2号 1,026,000

117 業務２課 修繕
平成28年度粗大ごみ処理施設ダクト及び
集塵装置補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年7月22日 平成29年2月28日 指名競争入札 平成28年7月21日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757番地 1,636,200
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【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所
契約を締 結した日

契約の相手方
契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間

118 業務２課 修繕 平成２８年度ベルトコンベア補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年12月27日 平成29年3月28日 指名競争入札 平成28年12月26日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757番地 1,857,600

119 業務２課 修繕 平成２８年度資源系選別設備補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成29年2月8日 平成29年3月28日 指名競争入札 平成29年2月7日 株式会社ニチゾウテック 尾道市向東町14755番地 1,922,400

120 業務２課 修繕 平成２８年度粗大系破砕設備補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年12月27日 平成29年3月28日 指名競争入札 平成28年12月26日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757番地 1,814,400

121 業務２課 修繕 平成28年度ストックヤード補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成29年1月25日 平成29年3月28日 指名競争入札 平成29年1月24日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757番地 1,603,800

122 業務２課 修繕 粗大ごみ処理施設管理棟補修
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年6月23日 平成28年8月31日 随意契約 平成28年6月22日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757番地 464,400

123 業務２課 修繕 不燃・可燃分離装置シュート補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年8月9日 平成28年10月31日 随意契約 平成28年8月8日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757番地 473,040

124 業務２課 修繕 最終処分場一工区舗装クラック補修
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年7月6日 平成28年12月28日 随意契約 平成28年7月5日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757番地 403,920

125 業務２課 修繕
最終処分場二工区アスファルトクラック補
修

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年10月5日 平成29年1月31日 随意契約 平成28年10月4日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757番地 464,400

126 業務２課 修繕
平成２８年度ＰＨ計及び電気伝導率計電
極取替修理

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年11月11日 平成29年3月24日 随意契約 平成28年11月10日 株式会社ニチゾウテック 尾道市向東町14755番地 343,440

127 業務２課 修繕
平成２８年度ペットボトル棟天井内配線修
繕

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年11月17日 平成28年12月5日 随意契約 平成28年11月16日 株式会社三井開発 東広島市八本松町原4792番地 346,842

128 業務２課 修繕
浸出水処理施設汚水送水ポンプ補修整
備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年11月25日 平成29年3月28日 随意契約 平成28年11月24日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757番地 486,000

129 業務２課 修繕 破砕機室電動ホイスト補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成29年2月18日 平成29年3月31日 随意契約 平成29年2月17日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757番地 486,000

130 業務２課 修繕 平成２８年度梱包機室通路補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成29年2月18日 平成29年3月31日 随意契約 平成29年2月17日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757番地 482,760
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【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所
契約を締 結した日

契約の相手方
契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間

131 業務２課 修繕
平成２８年度容プラ圧縮梱包機オイル交
換補修

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成29年2月10日 平成29年3月30日 随意契約 平成29年2月9日
王子エンジニアリング株
式会社呉事業部

呉市広末広2丁目1番1号 410,400

132 業務２課 委託
平成２８年度「容器包装に係る分別収集
及び再商品化の促進等に関する法律」に
基づく再商品化業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年4月1日
(公財)日本容器包装リ
サイクル協会

広島市西区庚午中二丁目11-1
1ｔ当たり
単価486

133 業務２課 委託
平成２８年度賀茂環境センター自家用電
気工作物保安管理業務（粗大ごみ処理施
設）

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月28日
一般財団法人
中国電気保安協会

広島市中区小町４番３３号 545,421

134 業務２課 委託
平成２８年度賀茂環境センター自家用電
気工作物保安管理業務（浸出水処理施
設）

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月28日
一般財団法人
中国電気保安協会

広島市中区小町４番３３号 200,685

135 業務２課 委託
平成２８年度賀茂環境センター清掃管理
業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成29年3月18日 株式会社くれせん 呉市西中央４丁目6番3号 2,160,000

136 業務２課 委託
平成２８年度賀茂環境センター場内美化
業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年5月12日 平成29年2月28日 随意契約 平成28年5月11日
公益社団法人　東広島
市シルバー人材セン
ター

東広島市西条栄町９番１８号 181,836

137 業務２課 委託
平成２８年度賀茂環境センター消防用設
備等点検業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成28年7月16日 平成29年3月10日 随意契約 平成28年7月15日 ㈱都市ビルサービス 東広島市八本松町原4792番地 213,840

138 業務３課 委託 運転管理業務 竹原市吉名町２６５４番地 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月23日 テスコ㈱
東京都千代田区西神田1丁目
４番5号

79,866,000

139 業務３課 修繕 平成28年度ごみ処理施設補修整備 竹原市吉名町２６５４番地 平成28年7月30日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年7月29日
三菱日立パワーシステ
ムズインダストリー㈱

神奈川県横浜市中区相生町56
番地1号JNビル

95,040,000

140 業務３課 修繕 ２号不燃物搬出装置補修整備 竹原市吉名町２６５４番地 平成28年11月22日 平成29年3月25日 随意契約（１者） 平成28年11月21日
三菱日立パワーシステ
ムズインダストリー㈱

神奈川県横浜市中区相生町56
番地1号JNビル

11,340,000

141 業務３課 修繕 施設補修整備 竹原市吉名町２６５４番地 平成28年8月10日 平成28年12月25日 指名競争入札 平成28年8月9日 (有)市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 8,154,000

142 業務３課 修繕 計量機補修整備 竹原市吉名町２６５４番地 平成29年3月17日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成29年3月16日 ㈱光成衡機 福山市箕沖町４５番地２ 329,400

143 業務３課 物品購入等 ｶﾞｽ冷スプレーノズル保護管他 竹原市吉名町２６５４番地 平成28年9月20日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年9月20日 (有)市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 405,000
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【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所
契約を締 結した日

契約の相手方
契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間

144 業務３課 物品購入等 噴射水ﾎﾟﾝﾌﾟ 竹原市吉名町２６５４番地 平成28年11月14日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年11月14日 (有)市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 658,800

145 業務３課 物品購入等 小型電動アクチュエーター 竹原市吉名町２６５４番地 平成28年11月15日 平成29年1月31日 随意契約 平成28年11月15日 横川工業㈱
広島市佐伯区藤の木２丁目２７
－１

302,400

146 業務３課 委託
平成28年度竹原安芸津最終処分場運営
管理業務

東広島市安芸津町木谷1620番地1 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月23日 テスコ㈱
東京都千代田区西神田1丁目
４番5号

36,243,720

147 業務３課 委託
平成28年度不燃性ごみ破砕中間処理業
務

東広島市安芸津町木谷1620番地1 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月23日
西日本環境開発協同組
合

竹原市新庄町１０４６６番地３ 75,524,400

148 業務３課 委託 平成28年度古紙運搬業務 東広島市安芸津町木谷1620番地1 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月29日 (有)松岡環境サニタニ
東広島市安芸津町三津１４３３
番地５

10800/回

149 業務３課 委託 平成28年度廃蛍光管処理業務 東広島市安芸津町木谷1620番地1 平成28年4月22日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年4月21日 ㈱都市ビルサービス
東広島市八本松町原４７９２番
地

86292/t当たり

150 業務３課 委託 平成28年度廃乾電池処理業務 東広島市安芸津町木谷1620番地1 平成28年4月27日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年4月26日
JFE条綱㈱西日本工場
水島製造所

岡山県倉敷市水島川崎通1丁
目5番2

71280/t当たり

151 業務３課 修繕 竹原安芸津最終処分場水路補修整備 東広島市安芸津町木谷1620番地1 平成28年6月22日 平成28年9月30日 指名競争入札 平成28年6月21日 沖元土建㈱ 竹原市吉名町２７４２ 1,971,000

152 業務３課 修繕 竹原安芸津最終処分場集水管補修整備 東広島市安芸津町木谷1620番地1 平成28年6月28日 平成28年9月30日 随意契約 平成28年6月27日 (有)市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 493,560

153 業務３課 修繕 雨水排水路施設補修 東広島市安芸津町木谷1620番地1 平成28年8月9日 平成28年9月30日 随意契約（１者） 平成28年8月8日 沖元土建㈱ 竹原市吉名町２７４２ 496,800

154 業務３課 修繕 公用車修繕(バックホウ) 東広島市安芸津町木谷1620番地1 平成28年8月31日 平成28年9月30日 随意契約（１者） 平成28年8月30日 竹本機械㈱ 東広島市安芸津町木谷129-11 458,136

155 業務３課 修繕 公用車修繕(バックホウ) 東広島市安芸津町木谷1620番地1 平成28年12月2日 平成28年12月30日 随意契約（１者） 平成28年12月1日 竹本機械㈱ 東広島市安芸津町木谷129-11 369,900

156 業務３課 修繕 公用車修繕(バックホウ) 東広島市安芸津町木谷1620番地1 平成28年12月13日 平成29年1月31日 随意契約（１者） 平成28年12月12日 竹本機械㈱ 東広島市安芸津町木谷129-11 369,900
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【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所
契約を締 結した日

契約の相手方
契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間

157 業務３課 物品購入等 高分子凝集剤撹拌機他 東広島市安芸津町木谷1620番地1 平成28年12月15日 平成29年3月24日 随意契約 平成28年12月15日 大谷酸素㈱ 東広島市安芸津町三津4953-1 411,048

158 業務３課 物品購入等 汚泥凝集剤撹拌機 東広島市安芸津町木谷1620番地1 平成28年12月15日 平成29年3月24日 随意契約 平成28年12月15日 大谷酸素㈱ 東広島市安芸津町三津4953-1 431,568

159 業務４課 委託 大崎上島環境センター包括運営管理業務
広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター

平成26年4月1日 平成33年3月31日 随意契約（１者） 平成26年3月20日 株式会社川崎技研
福岡市南区向野１丁目２２番１
１号

430,012,800

160 業務４課 委託
平成28年度一般廃棄物中間処理業務委
託

広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月18日
有限会社
大崎島環境衛生社

広島県豊田郡大崎上島町木江
丙144の1

6,366,600

161 業務４課 委託 平成28年度粗大ごみ処分業務委託
広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月18日
有限会社
大崎島環境衛生社

広島県豊田郡大崎上島町木江
丙144の1

8,696,160

162 業務４課 委託 平成28年度焼却灰等運搬保管業務委託
広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月18日
有限会社
大崎島環境衛生社

広島県豊田郡大崎上島町木江
丙144の1

3,343,680

163 業務４課 委託 平成28年度古紙類運搬業務委託
広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月18日
有限会社
大崎島環境衛生社

広島県豊田郡大崎上島町木江
丙144の1

予定総額　3,021,840
6ｔダンプ車　　25,920
4ｔﾊﾟｯｶｰ車　　28,080

164 業務４課 委託 平成28年度ペットボトル運搬業務委託
広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月18日
有限会社
大崎島環境衛生社

広島県豊田郡大崎上島町木江
丙144の1

予定総額　1,659,960
4ｔダンプ車　　28,620

165 業務４課 委託
平成28年度廃プラスチック類運搬業務委
託

広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月18日
有限会社
大崎島環境衛生社

広島県豊田郡大崎上島町木江
丙144の1

予定総額　1,446,768
4ｔﾊﾟｯｶｰ車　　42,552

166 業務４課 委託 平成28年度金属類運搬業務委託
広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月15日
有限会社
大崎島環境衛生社

広島県豊田郡大崎上島町木江
丙144の1

予定総額　　843,480
6ｔダンプ車　　28,620
4ｔﾊﾟｯｶｰ車　　23,220

167 業務４課 委託
平成28年度大崎上島環境センター
焼却灰等海上運搬業務委託

広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター

平成28年5月14日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年5月13日 河菜海運株式会社
広島県呉市広大新開一丁目12
番20号

1,638,014

168 業務４課 委託 平成28年度焼却灰等処分業務委託
広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月18日
ダイユウ技研土木
株式会社

東京都中央区日本橋人形町3
丁目3番13号

予定総額　8,316,000
18,900円/ｔ

169 業務４課 委託
平成28年度受付・監視・ストックヤード業
務委託

広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター
広島県豊田郡大崎上島町沖浦106
番10

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（特定目的） 平成28年3月28日

社会福祉法人大崎福祉
会
指定障害福祉サービス
事業所ふれあい工房

広島県豊田郡大崎上島町大串
3032番地2

3,561,840
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【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所
契約を締 結した日

契約の相手方
契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間

170 業務４課 委託
平成28年度廃プラスチック類処分業務委
託

広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月18日
株式会社オガワエコノ
ス

広島県府中市高木町502番地
の10

予定総額　1,231,200
適合品　　　32,400

不適合品　　　64,800

171 業務４課 委託
平成28年度大崎上島環境センター
廃乾電池運搬・再生処理業務委託

広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年5月13日
ＪＦＥ条鋼株式会社
西日本工場水島製造所

岡山県倉敷市水島川崎通1丁
目5番2

予定総額　　243,000
81,000円/ｔ

172 業務４課 委託
平成28年度廃蛍光管運搬・再生処理業務
委託

広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年3月18日
株式会社都市ビルサー
ビス

広島県東広島市八本松町原
4792番地

予定総額　　259,200
129,600円/ｔ

173 業務４課 委託 平成28年度機械警備業務委託
広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター

平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月18日
広島綜合警備保障
株式会社

広島県広島市安佐南区西原8
丁目34番3号

440,640

174 業務４課 委託
平成28年度大崎上島環境センター
崩土取除き業務委託

広島県豊田郡大崎上島町大串19
番地1
大崎上島環境センター

平成28年7月5日 平成28年7月15日 随意契約（１者） 平成28年7月4日 有限会社樽本建設
広島県豊田郡大崎上島町原田
1067-1

952,560

175 業務４課 委託 運転管理業務委託 大崎上島クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月31日 クボタ環境サービス　　　　　　株式会社中国支店 広島市中区袋町4番25号 5,728,320

176 業務４課 委託 機械警備業務委託 大崎上島クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年3月18日 広島綜合警備保障　　　　　株式会社広島市安佐南区西原8丁目34番3号 505,440

177 業務４課 委託 活性炭再生業務委託 大崎上島クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年3月31日 帝中株式会社 三原市城町1丁目12番20号 2,671,920

178 業務４課 委託 水質等水質分析業務委託 大崎上島クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年3月18日 株式会社　　　　　　　　　　　　中国環境分析センター 竹原市塩町1丁目3番1号 374,760

179 業務４課 委託 自家用工作物の保安管理業務委託 大崎上島クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 随意契約 平成28年3月18日 平本電気管理事務所
広島県豊田郡大崎上島町

東野3504番地
162,000

180 業務４課 委託 膜設備洗浄業務委託 大崎上島クリーンセンター 平成28年9月17日 平成28年11月30日 随意契約（１者） 平成28年9月16日 クボタ環境サービス　　　　　　株式会社中国支店 広島市中区袋町4番25号 1,526,040

181 業務４課 委託 槽清掃業務委託 大崎上島クリーンセンター 平成28年10月25日 平成29年1月29日 随意契約（１者） 平成28年10月24日 株式会社カンサイ
広島市佐伯区五日市町

大字石内460番地
523,800
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【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所
契約を締 結した日

契約の相手方
契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間

182 業務４課 委託 施設内清掃業務委託 大崎上島クリーンセンター 平成28年10月29日 平成29年12月22日 随意契約 平成28年10月28日 有限会社芸予美研
広島県豊田郡大崎上島町

木江丙144-1
177,120

183 業務４課 修繕 高圧受電設備整備 大崎上島クリーンセンター 平成28年5月17日 平成28年6月30日 随意契約 平成28年5月16日
株式会社中電工

竹原営業所
竹原市中央5丁目6番3号 496,800

184 業務４課 修繕 超音波レベル計整備 大崎上島クリーンセンター 平成28年9月1日 平成28年10月31日 随意契約 平成28年8月31日
トヨオカ電気株式会社

福山支店
福山市東手城町3丁目27番10号 334,800

185 業務４課 修繕 計装機器整備 大崎上島クリーンセンター 平成28年9月21日 平成28年11月30日 随意契約 平成28年9月20日
トヨオカ電気株式会社

福山支店
福山市東手城町3丁目27番10号 324,000

186 業務４課 修繕 曝気ブロア整備 大崎上島クリーンセンター 平成28年10月22日 平成29年1月29日 随意契約 平成28年10月21日 横川工業株式会社 広島市佐伯区藤の木2丁目27番1号 388,800

187 業務４課 修繕 受入槽自動ボール弁整備 大崎上島クリーンセンター 平成28年10月22日 平成29年1月29日 随意契約 平成28年10月21日 横川工業株式会社 広島市佐伯区藤の木2丁目27番1号 480,600

188 業務４課 修繕 破砕機整備 大崎上島クリーンセンター 平成28年11月12日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年11月11日
クボタ環境サービス
株式会社中国支店

広島市中区袋町4番25号 891,000

189 業務４課 修繕 循環液ポンプ整備 大崎上島クリーンセンター 平成28年11月12日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年11月11日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757番地 3,272,400

190 業務４課 修繕 脱臭ファン整備 大崎上島クリーンセンター 平成28年11月12日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年11月11日 横川工業株式会社 広島市佐伯区藤の木2丁目27番1号 748,440

191 業務４課 賃貸借 公用車賃貸借 大崎上島クリーンセンター 平成28年5月1日 平成35年4月30日 指名競争入札 平成28年4月21日 水野モータース
広島県豊田郡大崎上島町

明石2724-10
273,240

192 業務４課 物品購入等 工業薬品（ポリ硫酸第二鉄） 大崎上島クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年3月31日
山本ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会

社広島営業所
広島市西区草津港2丁目8番31号

1㎏当たり　　　　　　　単価
64.80円

193 業務４課 物品購入等 工業薬品（メタノール） 大崎上島クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年3月31日 株式会社ナカムラ 広島市西区東観音町5番31号
1㎏当たり　　　　　　　単価

123.12円

194 業務４課 物品購入等 工業薬品（次亜塩素酸ソーダ） 大崎上島クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年3月31日 三泰産業株式会社 広島市中区東千田町1丁目3番20号
1㎏当たり　　　　　　　単価

41.04円

195 業務４課 物品購入等 工業薬品（苛性ソーダ） 大崎上島クリーンセンター 平成28年4月1日 平成29年3月31日 指名競争入札 平成28年3月31日
山本ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会

社広島営業所
広島市西区草津港2丁目8番31号

1㎏当たり　　　　　　　単価
31.70円
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【公表用】
　 【掲載する契約について】

　平成28年度予算に係る新規の契約のうち、次の契約について掲載（前年度以前に長期継続契約を締結したものは除く）

　 　　①建設工事の請負契約

　 　　②契約金額（発注予定総額）が10万円以上（物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上）の契約

契約の種類

始期 終期 商号又は名称 住所
契約を締 結した日

契約の相手方
契約金額（円）

契約締結結果表（Ｈ２８）

担当課 種別 業務の名称
履行場所

（納入場所）

履行期間

196 業務４課 物品購入等 工業薬品（高分子凝集剤） 大崎上島クリーンセンター 平成28年5月13日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年5月12日
クボタ環境サービス
株式会社中国支店

広島市中区袋町4番25号
1㎏当たり　　　　　　　単価

939.6円

197 業務４課 物品購入等 工業薬品（古紙ファイバー） 大崎上島クリーンセンター 平成28年5月13日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成28年5月12日
クボタ環境サービス
株式会社中国支店

広島市中区袋町4番25号
1㎏当たり　　　　　　　単価

169.56円

198 施設整備課 委託
広島中央エコパーク造成工事積算・施工
監理補助業務

東広島市西条町上三永 平成28年8月31日 平成30年3月30日 随意契約（１者） 平成28年8月30日
一般社団法人
広島県土木協会

広島市中区中町8番18号 8,766,360

199 施設整備課 委託
広島中央エコパーク整備事業に係る道路
騒音予測検討業務委託

東広島市西条町上三永 平成29年1月21日 平成29年3月31日 随意契約（１者） 平成29年1月20日
復建調査設計株式会社
広島支社

広島市東区光町二丁目11番31
号

475,200

200 施設整備課 工事請負 広島中央エコパーク敷地造成工事 東広島市西条町上三永 平成29年3月30日 平成30年3月31日 一般競争入札 平成29年2月17日(仮契約)
平成29年3月29日(本契約)

広島中央エコパーク敷地造成工事
清水建設・東豊建設
特定建設工事共同企業体

広島市中区上八丁堀８番２号
（代表者：清水建設株式会社広
島支店）

931,543,200

201 施設整備課 委託 保安林解除申請書修正業務 東広島市西条町上三永 平成29年2月1日 平成29年3月22日 随意契約（１者） 平成29年1月31日
株式会社
ミズキコンプライアンス

広島市東区光町二丁目7-17 3,564,000

202 施設整備課 その他 権利消滅補償契約 東広島市西条町上三永 ― ― その他 平成28年9月20日 簾水利組合
東広島市西条町上三永1870番
地

6,230,875

203 施設整備課 工事請負
広島中央エコパーク整備事業（高効率ご
み発電施設建設・運営）高効率ごみ発電
施設建設工事

東広島市西条町上三永字簾地内 平成29年3月30日 平成32年9月30日 平成29年2月20日(仮契約)
平成29年3月29日(本契約)

新日鉄住金エンジニアリング・五
洋・萩尾工業特定建設工事共同企
業体

福岡県福岡市博多区店屋町5-
18
（代表者：新日鉄住金エンジニ
アリング株式会社　九州支店）

19,967,040,000

204 施設整備課 委託
広島中央エコパーク整備事業（高効率ご
み発電施設建設・運営）運営業務委託

東広島市西条町上三永字簾地内 平成29年3月30日 平成53年3月31日 平成29年2月20日(仮契約)
平成29年3月29日(本契約)

株式会社広島中央クリーンシステ
ム

東広島市八本松東二丁目18番
21号

9,231,236,944

205 施設整備課 委託
広島中央エコパーク整備事業（高効率ご
み発電施設建設・運営）処理残渣等運搬
業務委託

東広島市西条町上三永字簾地内 平成29年6月1日 平成53年3月31日 平成29年2月20日(仮契約)
平成29年3月29日(本契約)

藤澤環境開発株式会社
大分県大分市久原中央四丁目
7番1号

268,625,284

206 施設整備課 委託
広島中央エコパーク整備事業（高効率ご
み発電施設建設・運営）資源化等処理業
務委託

福岡県大牟田市新開町2番地1
青森県八戸市大字河原木字浜名
谷地76

平成29年6月1日 平成53年3月31日 平成29年2月20日(仮契約)
平成29年3月29日(本契約)

三池製錬・八戸製錬特定委託業務
共同企業体

福岡県大牟田市新開町2番地1
（代表者：三池製錬株式会社）

1,529,097,772

207 施設整備課 工事請負
広島中央エコパーク整備事業（汚泥再生
処理センター建設）汚泥再生処理センター
建設工事

東広島市西条町上三永字簾地内 平成29年3月30日 平成32年9月30日 一般競争入札 平成29年1月30日(仮契約)
平成29年3月29日(本契約)

日立造船株式会社　中国支
社

広島市中区中町3番17号 4,136,400,000

一般競争入札
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