
　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。

　 　 　　(1)契約書を作成した契約及び請書を徴した契約

　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

1 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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月14日 弁護士　安村　和幸 広島市中区東白島町13番10号 600,000

2 総務課 委託
公会計「統一的な基準」対応 財務書類作
成業務

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30年6月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年5月30日
税理士法人　長谷川会

計
広島市西区庚午中二丁目11-1 1,026,000

3 総務課 賃貸借 人事給与システム
東広島市西条町上三永10766番地
1

平成30年8月1日 令和1年7月31日 随意契約（１者） 平成30年7月26日
NTTファイナンス㈱中国

支社
広島市中区立町2番27号 363,916

4 総務課 賃貸借 組合ホームページ賃貸借
東広島市西条町上三永10766番地
1

平成30年8月1日 令和1年7月31日 随意契約（１者） 平成30年7月12日
株式会社呉電子計算セ

ンター
呉市本通二丁目4番1号 418,860

5 業務１課 委託
平成３０年度賀茂環境センター
昇降機保守点検業務

広島中央環境衛生組合 平成30年4月1日 平成30年9月30日 随意契約（競争） 平成30年3月22日
三菱電機ビルテクノ

サービス株式会社中国
支社

広島市中区中町7番22号 123,120

6 業務１課 委託
平成３０年度賀茂環境センター
清掃業務

広島中央環境衛生組合 平成30年6月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年5月29日 オスカー管財株式会社 東広島市西条町助実1638番3 1,274,400

7 業務１課 委託
平成３０年度賀茂環境センター
ごみ処理施設運転管理業務

広島中央環境衛生組合 平成30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月28日
ＪＦＥ環境サービス株式
会社

横浜市鶴見区弁天町３番地 193,752,000

8 業務１課 委託
平成３０年度賀茂環境センター
焼却灰等運搬業務

広島中央環境衛生組合 平成30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月15日 有限会社岡本運輸 東広島市黒瀬町乃美尾1770番地2 82,244,160

9 業務１課 委託
平成３０年度賀茂環境センター
大気・水質等分析検査業務

広島中央環境衛生組合 平成30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月27日 中外テクノス株式会社 広島市西区横川新町9番12号 6,372,000

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）
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契約の相手方
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10 業務１課 委託
平成３０年度賀茂環境センター
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 平成30年6月14日 平成30年11月30日 指名競争入札 平成30年6月13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

11 業務１課 委託
平成３０年度賀茂環境センター内
樹木等管理業務

広島中央環境衛生組合 平成30年6月14日 平成31年2月28日 指名競争入札 平成30年6月13日 西条緑化造園株式会社 東広島市西条土与丸三丁目４番１８号 1,047,600

12 業務１課 委託
平成３０年度賀茂環境センター及び
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 平成30年6月29日 平成31年3月25日 随意契約（競争） 平成30年6月28日 西条電気株式会社 東広島市西条昭和町５番１０号 214,920

13 業務１課 委託
平成３０年度賀茂環境センター
廃スプリングマット類処理業務

広島中央環境衛生組合 平成30年7月10日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年7月9日
株式会社　オガワエコノ

ス
府中市高木町５０２番地の１０

単価契約
単価206円

総額1,874,600円

14 業務１課 委託
平成３０年度賀茂環境センター
自家用電気工作物保安管理業務

広島中央環境衛生組合 平成30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月30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

15 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境センター
１号炉灰コンベヤほか補修整備

広島中央環境衛生組合 平成30年5月25日 令和1年12月20日 指名競争入札 平成30年5月24日 有限会社　市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 9,288,000

16 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境センター
２号ごみクレーンエンコーダ補修整備

広島中央環境衛生組合 平成30年5月26日 平成30年6月29日 随意契約（１者） 平成30年5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 453,600

17 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境センター
ごみ処理施設補修整備

広島中央環境衛生組合 平成30年6月28日 平成31年3月25日 随意契約（１者） 平成30年6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 142,776,000

18 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境センター
施設出口路面標示補修整備

広島中央環境衛生組合 平成30年6月28日 平成30年7月31日 随意契約（競争） 平成30年6月27日 有限会社　市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 83,160
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19 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境センター
１、２号炉中央制御室空調機補修整備

広島中央環境衛生組合 平成30年7月3日 平成30年7月13日 随意契約（競争） 平成30年7月2日
中国システック株式会

社
広島市西区大芝２丁目１４番１０号 451,440

20 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境センター
可燃性粗大ごみ破砕機マンホールほか
補修整備

広島中央環境衛生組合 平成30年8月25日 平成30年9月30日 随意契約（１者） 平成30年8月24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 702,000

21 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境センター
消防設備修繕

広島中央環境衛生組合 平成30年8月28日 平成30年9月30日 随意契約（競争） 平成30年8月27日 西条電気株式会社 東広島市西条昭和町５番１０号 106,920

22 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境センター
工場棟２階委託職員控室空調機補修整
備

広島中央環境衛生組合 平成30年8月29日 平成30年9月28日 随意契約（競争） 平成30年3月28日
中国システック株式会

社
広島市西区大芝２丁目１４番１０号 126,360

23 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境センター
計量器補修整備

広島中央環境衛生組合 平成30年9月8日 平成30年9月28日 随意契約（１者） 平成30年9月7日 株式会社村尾計量器店 尾道市高須町５６３０番地３ 245,052

24 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境センター
管理棟湯沸室給湯器補修整備

広島中央環境衛生組合 平成30年9月29日 平成30年10月31日 随意契約（競争） 平成30年9月28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 196,668

25 業務１課 修繕 特定自主検査（トラクターショベル） 広島中央環境衛生組合 平成30年8月23日 平成30年8月31日 随意契約（１者） 平成30年8月22日
トヨタＬ＆Ｆ広島株式会

社
広島市西区商工センター２丁目１６－１０ 343,731

26 業務１課 物品購入等 工業用薬品（消石灰） 広島中央環境衛生組合 平成30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月19日 株式会社大坪建材店 東広島市西条朝日町１１番３２号 14,558,227

27 業務１課 物品購入等 工業用薬品（尿素水） 広島中央環境衛生組合 平成30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月19日 株式会社ナカムラ 広島市西区東観音町５番３１号 5,116,478
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28 業務１課 物品購入等 工業用薬品（重金属安定剤） 広島中央環境衛生組合 平成30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月19日 株式会社ナカムラ 広島市西区東観音町５番３１号 6,739,200

29 業務１課 物品購入等 工業用薬品（活性炭） 広島中央環境衛生組合 平成30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月19日 (株）本宮商会 東広島市安芸津町三津４８９２番地１ 2,391,144

30 業務１課 物品購入等 ３号炉ガス冷却室噴霧ノズル部品 広島中央環境衛生組合 平成30年5月10日 平成30年7月31日 随意契約（１者） 平成30年5月9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 445,500

31 業務１課 物品購入等 灯油 広島中央環境衛生組合 平成30年8月3日 平成30年8月10日 随意契約（競争） 平成30年8月2日 有限会社八本松石油 東広島市八本松西五丁目６番５号 609,120

32 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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月9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 78,624,000

33 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30年12月21日 平成31年2月28日 随意契約（１者） 平成30年12月20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 486,000

34 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30年6月23日 平成31年3月23日 随意契約（１者） 平成30年6月22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 498,960

35 業務１課 委託 し尿処理施設脱臭用活性炭入替業務 賀茂環境衛生センター 平成30年6月26日 平成30年12月25日 指名競争入札 平成30年6月25日 高田化学株式会社 広島市中区袋町６番１９号 1,269,540

36 業務１課 委託 し尿処理施設冷却装置定期点検業務 賀茂環境衛生センター 平成30年4月27日 平成30年9月30日 随意契約（競争） 平成30年4月26日
株式会社東海ボイラー
工業所

広島市西区中広町２丁目５番15号 129,600
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37 業務１課 委託
平成30年７月豪雨賀茂環境衛生センター
洪水調整池災害復旧業務

賀茂環境衛生センターほか 平成30年7月23日 平成30年10月31日 随意契約（１者） 平成30年7月23日
清水建設株式会社
広島支店

広島市中区上八丁堀８番２号 25,517,160

38 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30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月22日 高田化学株式会社 広島市中区袋町６番１９号
単価契約

単価17.928円
総額3,922,646円

39 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30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月19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
単価契約

単価28.188円
総額3,703,790円

40 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30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月19日 株式会社ナカムラ 広島市西区東観音町５番31号
単価契約

単価360.72円
総額1,515,024円

41 業務１課 物品購入等 電子サーモ制御部品 賀茂環境衛生センター 平成30年7月31日 令和1年8月31日 随意契約（競争） 平成30年7月30日
株式会社東海ボイラー
工業所

広島市西区中広町２丁目５番15号 213,840

42 業務１課 修繕 平成30年度し尿処理施設補修整備 賀茂環境衛生センター 平成30年6月9日 平成31年3月23日 随意契約（１者） 平成30年6月8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 27,972,000

43 業務１課 修繕
平成30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30年7月6日 平成31年3月23日 指名競争入札 平成30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 4,428,000

44 業務１課 修繕
平成30年度し尿処理施設ハスクバーナゼ
ノア補修整備

賀茂環境衛生センター 平成30年7月6日 平成31年3月23日 指名競争入札 平成30年7月5日 株式会社市川 広島市中区小町３番１７号 3,888,000

45 業務１課 修繕
平成30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30年7月6日 平成31年3月23日 指名競争入札 平成30年7月5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 939,600
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。

　 　 　　(1)契約書を作成した契約及び請書を徴した契約

　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）

担当課 種別 業務の名称 履行場所
履行期間

契約の種類 契約を締 結した日
契約の相手方

契約金額（円）

46 業務１課 修繕
平成30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30年7月6日 平成31年3月23日 指名競争入札 平成30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 1,598,400

47 業務１課 修繕
平成30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30年7月6日 平成31年3月23日 指名競争入札 平成30年7月5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 6,804,000

48 業務１課 修繕
平成30年度し尿処理施設反応槽水中撹
拌機補修整備

賀茂環境衛生センター 平成30年4月28日 平成30年7月31日 指名競争入札 平成30年4月27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 3,078,000

49 業務１課 修繕 し尿処理施設脱臭ファン補修整備 賀茂環境衛生センター 平成30年4月14日 平成30年5月14日 随意契約（競争） 平成30年4月13日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 464,400

50 業務１課 修繕
し尿処理施前曝気浄化槽汚泥投入ポン
プ補修整備

賀茂環境衛生センター 平成30年4月27日 平成30年7月31日 随意契約（競争） 平成30年4月26日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 324,000

51 業務１課 修繕 し尿処理施設貯留槽点検口補修整備 賀茂環境衛生センター 平成30年5月9日 平成30年7月31日 随意契約（競争） 平成30年5月8日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 425,520

52 業務１課 修繕 し尿処理施設前処理室床補修整備 賀茂環境衛生センター 平成30年5月11日 平成30年8月31日 随意契約（競争） 平成30年5月10日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 399,600

53 業務１課 修繕 し尿処理施設雨水排水管補修整備 賀茂環境衛生センター 平成30年5月18日 平成30年8月31日 随意契約（競争） 平成30年5月17日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 270,000

54 業務１課 修繕 し尿処理水圧送管補修整備 賀茂環境衛生センター 平成30年7月11日 平成30年7月12日 随意契約（１者） 平成30年7月10日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 297,000
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。

　 　 　　(1)契約書を作成した契約及び請書を徴した契約

　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）
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契約の種類 契約を締 結した日
契約の相手方

契約金額（円）

55 業務１課 修繕 し尿処理施設混和槽撹拌機補修整備 賀茂環境衛生センター 平成30年7月21日 平成30年10月31日 随意契約（競争） 平成30年7月20日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 493,560

56 業務１課 修繕 し尿処理施設返送汚泥電動弁補修整備 賀茂環境衛生センター 平成30年10月2日 平成31年1月31日 指名競争入札 平成30年10月1日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 972,000

57 業務１課 修繕
賀茂環境衛生センター多目的広場雨水
処理工事

東広島市西条町上三永１０７６６番
地４
賀茂環境衛生センター多目的広場

平成30年5月16日 平成30年5月31日 随意契約（競争） 平成30年5月15日 株式会社　後藤組 東広島市西条町土与丸169-287 488,160

58 業務１課 委託
平成３０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１０７６６番
地４
賀茂環境衛生センター多目的広場

平成30年7月6日 平成31年3月22日 随意契約（１者） 平成30年7月5日 光元設備工業株式会社 東広島市西条町寺家7959-3 291,600

59 業務１課 委託
平成３０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１０７６６番
地４
賀茂環境衛生センター多目的広場

平成30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月27日 株式会社伯和総業 東広島市西条町助実３５番地２ 147,065

60 業務１課 委託
平成３０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１０７６６番
地４
賀茂環境衛生センター多目的広場

平成30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月15日 上三永三区 東広島市西条町上三永1543 1,804,500

61 業務１課 物品購入等 排ガス分析計校正用標準ガス 広島中央環境衛生組合 平成31年2月15日 随意契約（競争） 平成30年10月22日
新川電機（株）中国支社

東広島オフィス
東広島市鏡山3-13-26広島テクノプラ

ザ260号
325,370

62 業務１課 物品購入等 ノズルチップ 広島中央環境衛生組合 平成31年3月25日 随意契約（１者） 平成31年1月10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 446,040

63 業務１課 物品購入等 ノズル完成品 広島中央環境衛生組合 平成31年3月25日 随意契約（１者） 平成31年1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 445,500
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。

　 　 　　(1)契約書を作成した契約及び請書を徴した契約

　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）

担当課 種別 業務の名称 履行場所
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契約の種類 契約を締 結した日
契約の相手方

契約金額（円）

64 業務１課 物品購入等 灯油 広島中央環境衛生組合 平成30年12月7日 随意契約（競争） 平成30年11月27日 宗正石油（株） 東広島市豊栄町清武３７４番地２ 588,800

65 業務１課 物品購入等 灯油 広島中央環境衛生組合 平成31年2月15日 随意契約（競争） 平成31年2月4日 有限会社八本松石油 東広島市八本松西五丁目６番５号 546,000

66 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境衛生センター
３号炉ガス冷却室ケーシング補修整備

広島中央環境衛生組合 平成30年11月2日 平成30年12月28日 随意契約（１者） 平成30年11月1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 2,905,200

67 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境衛生センター
２号減温塔下解砕機補修整備

広島中央環境衛生組合 平成30年11月6日 平成30年11月30日 随意契約（競争） 平成30年11月5日 （有）市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 459,000

68 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境衛生センター
門扉補修整備

広島中央環境衛生組合 平成30年11月28日 平成31年1月31日 指名競争入札 平成30年11月27日 （株）てらお建設 東広島市西条土与丸四丁目２番５１号 891,000

69 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境衛生センター
工場棟４階会議室ブラインド取替

広島中央環境衛生組合 平成30年12月20日 平成31年1月31日 随意契約（競争） 平成30年12月19日 （株）てらお建設 東広島市西条土与丸四丁目２番５１号 48,060

70 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境衛生センター
２号減温塔下解砕機減速機補修整備

広島中央環境衛生組合 平成30年12月26日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年12月25日 （有）市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 1,072,440

71 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境衛生センター
１号炉ホッパーレベル計補修整備

広島中央環境衛生組合 平成31年1月12日 平成31年2月28日 随意契約（１者） 平成31年1月11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 2,916,000

72 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境衛生センター
３号炉ごみクレーン№２バケット補修整備

広島中央環境衛生組合 平成31年2月7日 平成31年3月25日 随意契約（１者） 平成31年2月6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 3,553,200
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。

　 　 　　(1)契約書を作成した契約及び請書を徴した契約

　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）

担当課 種別 業務の名称 履行場所
履行期間

契約の種類 契約を締 結した日
契約の相手方

契約金額（円）

73 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境衛生センター
消防設備修繕

広島中央環境衛生組合 平成31年2月16日 平成31年3月25日 随意契約（競争） 平成31年2月15日 西条電気株式会社 東広島市西条昭和町５番１０号 129,600

74 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境衛生センター
非常用発電設備補修整備

広島中央環境衛生組合 平成31年2月23日 平成31年3月25日 随意契約（１者） 平成31年2月22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 11,448,000

75 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境衛生センター
１・２号炉ごみピットＩＴＶ装置補修整備

広島中央環境衛生組合 平成31年3月8日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成31年3月7日 （株）ニチゾウテック 尾道市向東町１４７５５番地 1,868,400

76 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境衛生センター
管理棟トイレ照明ほか補修整備

広島中央環境衛生組合 平成31年3月16日 平成31年3月25日 随意契約（競争） 平成31年3月15日 中国菱機（株） 東広島市西条土与丸四丁目２番６３号 29,170

77 業務１課 その他
平成３０年度賀茂環境衛生センター
トラックスケール法定検査

広島中央環境衛生組合 平成30年7月10日 平成30年8月31日 随意契約（競争） 平成30年7月9日 村尾計量器店（株） 尾道市高須町５６３０番地３ 376,747

78 業務１課 修繕 し尿処理施設混和槽撹拌機補修整備 賀茂環境衛生センター 平成30年7月21日 平成30年10月31日 随意契約（競争） 平成30年7月20日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 493,560

79 業務１課 修繕 し尿処理施設返送汚泥電動弁補修整備 賀茂環境衛生センター 平成30年10月2日 平成31年1月31日 指名競争入札 平成30年10月1日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 972,000

80 業務１課 修繕 ガス検知器修理 賀茂環境衛生センター 平成30年11月1日 平成30年11月30日 随意契約（競争） 平成30年10月31日
トヨオカ電気株式会社
福山支店

福山市東手城町３－２７－１０ 63,720

81 業務１課 修繕
し尿処理施設曝気循環・固液分離モー
ター補修整備

賀茂環境衛生センター 平成31年3月1日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成31年2月28日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 463,320
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。
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　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約
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契約の相手方

契約金額（円）

82 業務１課 修繕
し尿処理施設脱臭用ダクト緊急仮補修整
備

賀茂環境衛生センター 平成30年11月9日 平成30年11月10日 随意契約（１者） 平成30年11月9日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 298,080

83 業務１課 修繕
し尿処理施設次亜塩素酸ソーダタンク補
修整備

賀茂環境衛生センター 平成30年11月20日 平成31年2月28日 指名競争入札 平成30年11月19日 横川工業株式会社 広島市佐伯区藤の木２丁目２７－１ 1,328,400

84 業務１課 修繕
し尿処理施設№２夾雑物搬出装置補修
整備

賀茂環境衛生センター 平成31年1月19日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成31年1月18日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 493,560

85 業務１課 修繕
し尿処理施水中撹拌機(SR4640)補修整
備

賀茂環境衛生センター 平成31年3月12日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成31年3月11日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 399,600

86 業務１課 修繕 し尿処理施設低濃度臭気ダクト補修整備 賀茂環境衛生センター 平成30年12月13日 平成31年1月31日 随意契約（競争） 平成30年12月12日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 481,680

87 業務１課 修繕
平成３０年度賀茂環境衛生センター屋内
多目的広場照明器具補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地４
賀茂環境衛生センター多目的広場

31.1.23 31.3.22 指名競争入札 31.1.22
株式会社　ニチゾウテッ

ク
尾道市向東町１４７５５番地 2,052,000

88 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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月12日 平岡電気管理事務所 東広島市高屋町小谷１３５２ 185,328

89 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30年4月1日 平成30年4月30日 随意契約（１者） 平成30年3月22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 38,664

90 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30年5月1日 令和2年9月30日 指名競争入札 平成30年3月29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 1,121,256
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。

　 　 　　(1)契約書を作成した契約及び請書を徴した契約

　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）
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契約の相手方

契約金額（円）

91 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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月30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５－３－２８ 22,680,000

92 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30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月27日
株式会社
静環検査センター

広島市中区十日市町2-3-8 1,096,200

93 業務１課 委託 消防用設備点検業務 安芸津クリーンセンター 平成30年6月29日 平成31年3月25日 随意契約（競争） 平成30年6月28日 西条電気株式会社 東広島市西条昭和町５番１０号 35,640

94 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30年10月2日 平成30年12月25日 随意契約（１者） 平成30年10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 545,400

95 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30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月19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 35.424

96 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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成30年3月16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 37.368

97 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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成30年3月16日 株式会社ナカムラ 広島市西区東観音町５番31号 34.344

98 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30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月19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 35.11

99 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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成30年3月16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 570.24
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　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所
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100 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30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月19日 協和物産株式会社 広島市安佐北区大林１丁目７番７号 398.52

101 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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成30年3月16日 協和物産株式会社 広島市安佐北区大林１丁目７番７号 259.20

102 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30年6月29日 平成30年12月25日 随意契約（１者） 平成30年6月28日
日立造船株式会社
中国支社

広島市中区袋町３番１７号 9,342,000

103 業務１課 修繕 空気圧縮機補修整備 安芸津クリーンセンター 平成30年10月27日 平成30年11月9日 随意契約（競争） 平成30年10月26日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 496,800

104 業務１課 修繕 中央監視室空調機補修整備 安芸津クリーンセンター 平成30年12月28日 平成31年1月18日 随意契約（競争） 平成30年12月27日 中国システック株式会社 広島市西区大柴２丁目14番10号 496,800

105 業務１課 修繕 ろ布洗浄排水管補修整備 安芸津クリーンセンター 平成31年1月11日 平成31年1月31日 随意契約（競争） 平成31年1月10日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 486,000

106 業務２課 委託
平成３０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30年4月24日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年4月24日
JFE条鋼株式会社
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27,000
発注限度額
1,053,000

107 業務２課 委託
平成３０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30年4月27日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年4月26日
株式会社
都市ビルサービス

東広島市八本松町原4792

1ｔ当たり
単価108,000
発注限度額
1,296,000

108 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30年4月20日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年4月19日
広島和光株式会社
東広島営業所

東広島市西条町上三永766-1
1㎏当たり単価32.4
発注限度額
615,600
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　 　 【掲載する契約について】
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109 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30年4月20日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年4月19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2-8-31

1㎏当たり単価
43.20
発注限度額
529,200

110 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30年4月17日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年4月16日 高田化学株式会社 広島市中区袋町6-19

1㎏当たり単価
66.96
発注限度額
1,413,525

111 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30年4月20日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年4月20日
山本コーポレーション株
式会社広島営業所

広島市西区草津港二丁目8-31

1㎏当たり単価
122.04
発注限度額
231,876

112 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30年4月20日 平成30年2月28日 指名競争入札 平成30年4月19日 高田化学株式会社 広島市中区袋町6-19 886,464

113 業務２課 委託
平成３０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30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月6日株式会社エヌ・イーサポート 広島市西区己斐本町3-13-16 4,212,000

114 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30年7月3日 平成30年8月31日 随意契約（競争） 平成30年6月8日
日本キャタピラー合同
会社西日本支社西中国
支店

東広島市黒瀬町兼広881-10 665,172

115 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30年10月16日 平成31年3月15日 随意契約（１者） 平成30年10月5日
日本キャタピラー合同
会社西日本支社西中国
支店

東広島市黒瀬町兼広881-10 1,244,527

116 業務２課 賃貸借 豪雨災害用油圧ショベル賃貸借
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年7月20日 平成30年8月18日 随意契約（競争） 平成30年7月17日
日本マーツ株式会社
東広島営業所

東広島市西条土与丸4-2-72 206,280

117 業務２課 賃貸借
豪雨災害用アイアンフォーク付油圧ショベ
ル賃貸借

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年7月26日 平成30年9月23日 随意契約（競争） 平成30年7月20日
日本マーツ株式会社
東広島営業所

東広島市西条土与丸4-2-72 611,280
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　 　 【掲載する契約について】
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118 業務２課 委託
平成３０年度賀茂環境センター浄化槽保
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30年7月26日 平成30年9月23日 随意契約（１者） 平成30年4月12日 株式会社三井開発 東広島市八本松町4792番地 425,520

119 業務２課 修繕 平成３０年度事務室空調設備補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年7月26日 平成30年9月23日 随意契約（競争） 平成30年9月13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 375,840

120 業務２課 修繕
平成３０年度洪水調整池地下水配管補修
整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年10月19日 平成30年11月20日 随意契約（競争） 平成30年10月18日 有限会社　市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 496,800

121 業務２課 賃貸借 公用車リース（フレア１台）
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年5月2日 令和7年5月1日 指名競争入札 平成30年3月28日
マツダオートリース
株式会社

広島市中区基町11番10号 1,787,184

122 業務２課 委託 平成３０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30年6月22日 平成30年11月30日 指名競争入札 平成30年6月21日 黒瀬町森林組合 東広島市黒瀬町丸山1445番地 4,664,000

123 業務２課 委託
平成３０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30年7月28日 平成30年11月30日 指名競争入札 平成30年7月27日
王子エンジニアリング
株式会社呉事業部

呉市広末広二丁目1番1号 756,000

124 業務２課 修繕
平成３０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30年4月26日 平成30年10月31日 随意契約（１者） 平成30年4月25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 6,804,000

125 業務２課 委託
平成３０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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年4月1日
公益財団法人
日本容器包装リサイク
ル協会

東京都港区虎ノ門一丁目14番1号 1ｔ当たり単価529

126 業務２課 委託
平成３０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30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月30日 株式会社イーテック２４ 広島市西区南観音八丁目１５番５号 453,600
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。

　 　 　　(1)契約書を作成した契約及び請書を徴した契約

　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）

担当課 種別 業務の名称 履行場所
履行期間

契約の種類 契約を締 結した日
契約の相手方

契約金額（円）

127 業務２課 委託
平成３０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30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月30日 株式会社イーテック２４ 広島市西区南観音八丁目１５番５号 155,520

128 業務２課 委託
平成３０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30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月6日 株式会社くれせん 呉市西中央４丁目6番3号 2,160,000

129 業務２課 委託
平成３０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30年5月24日 平成31年2月28日随意契約（特定目的）平成30年5月23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

130 業務２課 委託
平成３０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30年8月17日 平成31年3月12日 随意契約（競争） 平成30年8月16日
株式会社都市ビルサー
ビス

東広島市八本松町原4792番地 246,240

131 業務２課 委託
平成３０年度ペットボトル等処理施設エレ
ベーター保守点検業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月14日
フジテック株式会社　西
日本支社　広島支店

広島市中区八丁堀7番2号 557,280

132 業務２課 委託
平成３０～３５年度賀茂環境センター警備
業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年5月1日 令和5年4月30日 指名競争入札 平成30年4月4日
ユニオンフォレスト株式
会社

呉市中央二丁目５番１５号 2,352,240

133 業務２課 委託
平成３０年度賀茂環境センター粗大ごみ
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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月22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１１ 100,764,000

134 業務２課 委託
平成３０年度賀茂環境センターペットボト
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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月22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 98,928,000

135 業務２課 委託
平成３０年度賀茂環境センター最終処分
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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月22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 7,225,200
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。
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　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）

担当課 種別 業務の名称 履行場所
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契約の種類 契約を締 結した日
契約の相手方

契約金額（円）

136 業務２課 委託
平成２９年度賀茂環境センター浸出水処
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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月22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 7,560,000

137 業務２課 委託 平成３０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30年7月31日 平成30年11月30日 指名競争入札 平成30年7月30日
株式会社ニチゾウテッ

ク
尾道市向東町１４７５５番地 1,296,000

138 業務２課 委託
平成３０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30年4月27日 平成31年3月29日 指名競争入札 平成30年4月26日 中外テクノス株式会社 広島市西区横川新町９番１２号 1,242,000

139 業務２課 修繕
平成３０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30年5月18日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年5月17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五丁目３番２８号 36,180,000

140 業務２課 修繕
平成３０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30年6月23日 平成31年3月15日 指名競争入札 平成30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 1,782,000

141 業務２課 修繕
平成３０年度最終処分場２工区第１槽目
アスファルト補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年4月20日 平成30年5月25日 随意契約（競争） 平成30年4月19日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 491,400

142 業務２課 修繕
平成３０年度不燃物排出装置ロータリー
バルブ補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年7月31日 平成30年11月30日 随意契約（競争） 平成30年7月30日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 496,800

143 業務２課 委託
平成３０年度最終処分場二工区敷均し業
務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年10月16日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年10月15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 1,725,840

144 業務２課 委託
平成30年度最終処分場２工区被覆設備
等移設工事に係る見積仕様書等作成及
び施工監理業務

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年6月19日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年6月18日
一般財団法人　広島県

環境保健協会
広島市中区広瀬北町９番１号 9,072,000
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。
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契約金額（円）

145 業務２課 委託 平成30年7月豪雨災害土砂撤去業務
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年7月12日 平成30年10月31日 随意契約（１者） 平成30年7月11日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 33,199,200

146 業務２課 物品購入等
粗大ごみ処理施設維持管理用消耗品（ラ
イナトライル）

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年5月9日 平成30年8月31日 随意契約（競争） 平成30年7月30日
王子エンジニアリング
株式会社呉事業部

呉市広末広二丁目１番１号 498,143

147 業務２課 物品購入等 三ツ星ベルト　コンベヤベルト
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成31年1月25日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成31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 354,024

148 業務２課 修繕
平成３０年度賀茂環境センターＶОＣモニ
ター補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成31年1月11日 平成31年3月22日 随意契約（競争） 平成31年1月10日 中外テクノス株式会社 広島市西区横川新町９番１２号 305,856

149 業務２課 修繕 平成３０年度給水ポンプ構造物補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成31年1月11日 平成31年1月31日 随意契約（競争） 平成31年1月10日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 386,640

150 業務２課 修繕 平成３０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30年11月3日 平成31年3月29日 指名競争入札 平成30年11月2日
王子エンジニアリング
株式会社呉事業部

呉市広末広二丁目1番1号 1,360,800

151 業務２課 修繕 平成３０年度ベルトコンベヤ補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年12月28日 平成31年3月29日 指名競争入札 平成30年12月27日
王子エンジニアリング
株式会社呉事業部

呉市広末広二丁目1番1号 2,484,000

152 業務２課 修繕
平成３０年度原水ピット・反応槽・凝集槽
補修整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年11月16日 平成31年3月15日 随意契約（競争） 平成30年11月15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 475,000

153 業務２課 賃貸借
平成３０年度最終処分場二工区用油圧
ショベル賃貸借

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成31年3月1日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成31年2月25日
日本マーツ株式会社
東広島営業所

東広島市西条土与丸四丁目２－７２ 252,720
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。
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Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）
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154 業務２課 工事
平成３０年度賀茂環境センター一般廃棄
物最終処分場２工区被覆設備等移設工
事

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成31年3月29日 令和1年8月31日 随意契約（１者） 平成31年3月28日
清水建設株式会社広島

支店
広島市中区上八丁堀８番２号 116,424,000

155 業務２課 物品購入等 災害ごみ飛散防止フェンス
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年8月21日 平成30年9月30日 随意契約（競争） 平成30年8月20日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 498,143

156 業務２課 修繕
平成３０年度最終処分場廃棄物投入装置
分解整備

広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年11月3日 平成31年3月29日 指名競争入札 平成30年11月2日
株式会社ニチゾウテッ

ク
尾道市向東町１４７５５番地 3,218,400

157 業務２課 修繕 平成３０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30年11月3日 平成31年3月29日 指名競争入札 平成30年11月2日
株式会社ニチゾウテッ

ク
尾道市向東町１４７５５番地 6,447,600

158 業務２課 修繕 平成３０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30年11月29日 平成31年3月28日 指名競争入札 平成30年11月28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 3,186,000

159 業務２課 修繕 平成３０年度　井戸給水設備補修整備
広島中央環境衛生組合　賀茂環境
センター

平成30年8月21日 平成30年11月30日 指名競争入札 平成30年8月20日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 2,484,000

160 業務３課 委託 平成30年度運転管理業務
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月26日 テスコ株式会社 東京都千代田区西神田1丁目４番5号 80,557,200

161 業務３課 修繕 平成30年度ごみ処理施設補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成30年7月19日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年7月18日
三菱日立パワーシステ
ムズインダストリー株式

会社
神奈川県横浜市中区相生町56番地1号JNビル 87,480,000

162 業務３課 修繕 煙突マンホール補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成30年8月11日 平成30年12月25日 指名競争入札 平成30年8月10日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 972,000
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　平成３０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しています。

　 　 　　(1)契約書を作成した契約及び請書を徴した契約

　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）

担当課 種別 業務の名称 履行場所
履行期間

契約の種類 契約を締 結した日
契約の相手方

契約金額（円）

163 業務３課 修繕 施設補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成30年8月11日 平成30年12月25日 指名競争入札 平成30年8月10日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 3,974,400

164 業務３課 修繕 油圧ユニット補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成30年8月11日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年8月10日
株式会社ニチゾウテッ
ク

尾道市向東町14755番地 1,717,200

165 業務３課 修繕 排水処理設備補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成30年8月11日 平成30年12月25日 指名競争入札 平成30年8月10日
株式会社ニチゾウテッ
ク

尾道市向東町14755番地 1,360,800

166 業務３課 修繕 ダスト搬出装置下角支持補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成30年8月11日 平成30年12月25日 指名競争入札 平成30年8月10日
株式会社ニチゾウテッ
ク

尾道市向東町14755番地 1,134,000

167 業務３課 修繕 1.2号薬品供給装置補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成30年8月11日 平成30年12月25日 指名競争入札 平成30年8月10日
株式会社ニチゾウテッ
ク

尾道市向東町14755番地 788,400

168 業務３課 修繕 エキスパンション補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成30年8月11日 平成30年12月25日 指名競争入札 平成30年8月10日 テスコ株式会社 東京都千代田区西神田1丁目４番5号 1,501,200

169 業務３課 修繕 消防設備補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成30年4月17日 平成30年5月31日 随意契約（１者） 平成30年4月16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 270,000

170 業務３課 修繕
1号ごみ投入コンベアケーシング補修整
備

竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成30年4月18日 平成30年5月31日 随意契約（競争） 平成30年4月17日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 345,600

171 業務３課 修繕 1号ごみ破砕機油圧シリンダー補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成30年4月27日 平成30年7月31日 随意契約（競争） 平成30年4月26日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７ 313,200
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。

　 　 　　(1)契約書を作成した契約及び請書を徴した契約

　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）

担当課 種別 業務の名称 履行場所
履行期間

契約の種類 契約を締 結した日
契約の相手方

契約金額（円）

172 業務３課 委託
平成30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
竹原安芸津最終処分場

平成30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月26日 テスコ株式会社 東京都千代田区西神田1丁目４番5号 47,890,440

173 業務３課 委託
平成30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
竹原安芸津最終処分場

平成30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月26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

174 業務３課 委託 平成30年度古紙運搬業務
東広島市安芸津町木谷1620番地1
竹原安芸津最終処分場

平成30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月26日 有限会社松岡環境サニタニ 東広島市安芸津町三津１４３３番地５
単価契約

単価10,800円
総額1,836,000円

175 業務３課 委託 平成30年度廃蛍光管処理業務
東広島市安芸津町木谷1620番地1
竹原安芸津最終処分場

平成30年5月2日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年5月1日
株式会社都市ビルサー

ビス
東広島市八本松町原４７９２番地

単価契約
単価129,600/t円
総額712,800円

176 業務３課 委託 平成30年度廃乾電池処理業務
東広島市安芸津町木谷1620番地1
竹原安芸津最終処分場

平成30年4月27日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年4月26日
東京製鐵株式会社岡山

工場
岡山県倉敷市南畝4丁目1番1

単価契約
単価54,000/t円
総額523,800円

177 業務３課 委託 平成30年度廃食品トレー再生処理業務
東広島市安芸津町木谷1620番地1
竹原安芸津最終処分場

平成30年4月21日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年4月20日
株式会社オガワエコノ

ス
府中市高木町502-10

単価契約
単価128.52/㎏円

総額77,112円

178 業務３課 修繕 １号炉２次燃焼室バランス配管補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成30年12月1日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成30年11月30日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757 274,320

179 業務３課 修繕 軽量電動シャッター補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成30年12月1日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成30年11月30日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757 313,200

180 業務３課 修繕 圧縮剪断破砕機排出コンベア補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成31年1月9日 平成31年1月20日 随意契約（１者） 平成31年1月8日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757 268,920
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。

　 　 　　(1)契約書を作成した契約及び請書を徴した契約

　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）

担当課 種別 業務の名称 履行場所
履行期間

契約の種類 契約を締 結した日
契約の相手方

契約金額（円）

181 業務３課 修繕 1号炉減温塔底部穴開き補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成31年1月22日 平成31年2月10日 随意契約（１者） 平成31年1月21日
三菱日立パワーシステ
ムズインダストリー株式

会社
神奈川県横浜市中区相生町56番地1号JNビル 453,600

182 業務３課 修繕 2号炉ＢＦダンパーシリンダー補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成31年1月29日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成31年1月28日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家757 261,360

183 業務３課 修繕 １号炉破砕機ケーシング補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成31年1月29日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成31年1月28日
株式会社ニチゾウテッ

ク広島事業部
尾道市向東町１４７５５番地 172,800

184 業務３課 修繕 油圧配管補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成31年1月29日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成31年1月28日
株式会社ニチゾウテッ

ク広島事業部
尾道市向東町１４７５５番地 216,000

185 業務３課 修繕 １号給塵機底部穴開き補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

平成31年1月29日 平成31年2月22日 随意契約（１者） 平成31年1月28日
三菱日立パワーシステ
ムズインダストリー株式

会社
神奈川県横浜市中区相生町56番地1号JNビル 498,800

186 業務３課 修繕
竹原安芸津最終処分場高圧ケーブル等
取替修繕

東広島市安芸津町木谷1620番地1
竹原安芸津最終処分場

平成30年12月19日 平成31年3月15日 随意契約（１者） 平成30年12月18日 平岡電気管理事務所 東広島市高屋町小谷１３５２ 1,385,640

187 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター一般
廃棄物中間処理業務

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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月26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 6,484,320

188 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター粗大
ごみ中間処理業務

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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月26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 6,407,640

189 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター焼却
灰等運搬保管業務

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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月26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 3,294,000
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。

　 　 　　(1)契約書を作成した契約及び請書を徴した契約

　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）

担当課 種別 業務の名称 履行場所
履行期間

契約の種類 契約を締 結した日
契約の相手方

契約金額（円）

190 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター古紙
類運搬業務

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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月26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

3,035,448
6tD　26,676円/回
4tP　28,620円/回

191 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センターペット
ボトル運搬業務

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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月26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

1,694,952
4tD　28,728円/回

192 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター廃プ
ラスチック類運搬業務

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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月26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

1,543,536
４tP　42,876円/回

193 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター金属
類運搬業務（前期分）

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30年4月1日 平成30年9月30日 随意契約（１者） 平成30年3月26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

342,468
６tD　28,836円/回
２ｔＤ　23,328円/回

194 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター金属
類運搬業務（後期分）

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30年10月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年9月28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

400,788
６tD　28,836円/回
２ｔＤ　23,328円/回

195 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター焼却
灰等処分業務

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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月26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町目3
番13号

7,749,000
18,900円/t

196 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター受付
監視・ストックヤード管理業務

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
広島県豊田郡大崎上島町沖浦106
番10
沖浦古紙ストックヤード

平成30年4月1日 平成31年3月31日随意契約（特定目的）平成30年3月30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３０３
２番地２

3,561,840

197 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター廃プ
ラスチック類処分業務

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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月8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

1,231,200
適合品　32,400円

/t
不適合品　64,800

円/t

198 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター粗大
ごみ処分業務

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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月8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
3,510,000

54,000円/t
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。

　 　 　　(1)契約書を作成した契約及び請書を徴した契約

　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）

担当課 種別 業務の名称 履行場所
履行期間

契約の種類 契約を締 結した日
契約の相手方

契約金額（円）

199 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター廃乾
電池運搬・再生処理業務

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30年6月2日 平成30年3月31日 随意契約（競争） 平成30年6月1日
東京製鐵株式会社岡山
工場

岡山県倉敷市南畝4丁目1番1号
177,660

50,760円/t

200 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター廃蛍
光管運搬・再生処理業務

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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成30年3月26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

337,500
135,000円/t

201 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター機械
警備業務

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30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月26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

202 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター崩土
取除き業務

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30年8月7日 平成30年8月31日 随意契約（競争） 平成30年8月6日 有限会社樽本建設
広島県豊田郡大崎上島町原田1067
番地の1

606,420

203 業務４課 委託
平成30年度大崎上島環境センター湧水タ
ンク清掃業務

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30年8月4日 平成30年8月31日 随意契約（競争） 平成30年8月3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

226,800

204 業務４課 修繕
平成３０年度沖浦古紙ストックヤード床面
整備

広島県豊田郡大崎上島町沖浦106
番10
沖浦古紙ストックヤード

平成30年5月22日 平成30年7月27日 随意契約（競争） 平成30年5月21日 信谷建設株式会社
広島県豊田郡大崎上島町明石２５０
８番地

432,000

205 業務４課 物品購入等 次亜塩素酸ソーダ
広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月22日 株式会社ナカムラ 広島市西区東観音町5番31号
単価契約

単価51.84円
総額603,936円

206 業務４課 物品購入等 苛性ソーダ
広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月22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8-31
単価契約

単価39.8円
総額693,476円

207 業務４課 物品購入等 ポリ硫酸第二鉄
広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月22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8-31
単価契約

単価64.8円
総額1,947,240円
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。

　 　 　　(1)契約書を作成した契約及び請書を徴した契約

　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）

担当課 種別 業務の名称 履行場所
履行期間

契約の種類 契約を締 結した日
契約の相手方

契約金額（円）

208 業務４課 物品購入等 メタノール
広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月22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8-31
単価契約

単価139.32円
総額1,177,254円

209 業務４課 物品購入等 工業薬品（高分子凝集剤）
広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年4月19日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年4月18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
単価契約

単価1,026円
総額615,600円

210 業務４課 物品購入等 工業薬品（古紙ファイバー）
広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年4月19日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年4月18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
単価契約

単価199.8円
総額1,222,776円

211 業務４課 修繕
平成30年度大崎上島クリーンセンター
破砕機整備

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年10月10日 平成31年2月28日 指名競争入札 平成30年10月9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 896,400

212 業務４課 修繕
平成30年度大崎上島クリーンセンター
ＵＶ計整備

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年6月16日 平成30年8月31日 随意契約（競争） 平成30年6月15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 280,800

213 業務４課 修繕
平成30年度大崎上島クリーンセンター
計装機器整備

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年9月4日 平成30年10月31日 随意契約（競争） 平成30年9月3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 356,400

214 業務４課 修繕
平成30年度大崎上島クリーンセンター
スカム破砕ポンプ整備

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年10月10日 平成31年2月28日 指名競争入札 平成30年10月9日 横川工業株式会社 広島市佐伯区藤の木2丁目27-1 885,600

215 業務４課 修繕
平成30年度大崎上島クリーンセンター
脱臭設備整備

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年9月26日 平成31年1月31日 随意契約（１者） 平成30年9月25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 5,076,000

216 業務４課 修繕
平成30年度大崎上島クリーンセンター
データ監視システム整備

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年8月1日 平成30年11月30日 随意契約（１者） 平成30年7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 3,265,920
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。

　 　 　　(1)契約書を作成した契約及び請書を徴した契約

　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）

担当課 種別 業務の名称 履行場所
履行期間

契約の種類 契約を締 結した日
契約の相手方

契約金額（円）

217 業務４課 修繕
平成30年度大崎上島クリーンセンター
メタノール液面計整備

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年6月18日 平成30年10月31日 随意契約（競争） 平成30年6月18日
株式会社

サービスセンター
広島県三原市宮沖５丁目8番24号 734,400

218 業務４課 修繕
平成30年度大崎上島クリーンセンター
アスファルト補修整備

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年9月4日 平成30年10月31日 随意契約（競争） 平成30年9月3日 信谷建設株式会社
広島県豊田郡大崎上島町

明石2508番地
480,600

219 業務４課 修繕
平成30年度大崎上島クリーンセンター
膜ポンプ流量計整備

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年10月30日 平成31年2月28日 随意契約（１者） 平成30年10月29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 486,000

220 業務４課 委託
平成30年度大崎上島クリーンセンター
電気保安業務

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月22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

221 業務４課 委託
平成30年度大崎上島クリーンセンター
消防用設備点検業務

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年8月10日 平成31年3月29日 随意契約（競争） 平成30年8月9日 有限会社上島防災
広島県豊田郡大崎上島町

大串2030-6
83,700

222 業務４課 委託
平成30年度大崎上島クリーンセンター
施設内清掃業務

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年10月30日 平成30年12月21日 随意契約（競争） 平成30年10月29日 有限会社芸予美研
広島県豊田郡大崎上島町

木江丙144の1
177,120

223 業務４課 委託
平成30年度大崎上島クリーンセンター
槽清掃業務

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年10月30日 平成31年2月28日 随意契約（１者） 平成30年10月29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

224 業務４課 委託
平成30年度大崎上島クリーンセンター
膜設備洗浄業務

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年9月26日 平成30年12月28日 随意契約（１者） 平成30年9月25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 1,728,000

225 業務４課 委託
平成30年度大崎上島クリーンセンター
水質等分析業務

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（競争） 平成30年3月22日
株式会社

中国環境分析センター
広島県竹原市塩町一丁目3番1号 444,960
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　 　 【掲載する契約について】

　平成３０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しています。

　 　 　　(1)契約書を作成した契約及び請書を徴した契約

　 　 　　(2)履行期間が平成30年4月1日～平成31年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が平成30年度中（平成30年4月1日以降）の契約

始期 終期 商号又は名称 住所

Ｈ３０契約締結結果表（Ｈ３０年４月～３月分）

担当課 種別 業務の名称 履行場所
履行期間

契約の種類 契約を締 結した日
契約の相手方

契約金額（円）

226 業務４課 委託
平成30年度大崎上島クリーンセンター
機械警備業務

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月22日
広島総合警備保障

株式会社
広島市安佐南区西原8丁目34番3号 505,440

227 業務４課 委託
平成30年度大崎上島クリーンセンター
活性炭再生業務

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年4月1日 平成31年3月31日 指名競争入札 平成30年3月22日
ＮＣＴフロンティア

株式会社
三原市城町一丁目12番20号 2,671,920

228 業務４課 委託
平成３０年度大崎上島環境センター焼却
灰等海上運搬業務

広島県豊田郡大崎上島町中野長
島6480
大崎上島保管施設

平成30年11月8日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年11月7日 河菜海運株式会社
広島県呉市広大新開一丁目１２番２
０号

1,760,400

229 業務４課 委託
平成30年度大崎上島クリーンセンター
運転管理業務

広島県豊田郡大崎上島町明石869
番地　大崎上島クリーンセンター

平成30年4月1日 平成31年3月31日 随意契約（１者） 平成30年3月22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

230 施設整備課 委託
広島中央地域循環型社会形成推進地域
計画【第２次】（第５回変更）策定業務委託

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）

平成30年10月2日 平成31年3月29日 随意契約（競争） 平成30年10月1日 広島県環境保健協会 広島市中区広瀬北町９－１ 432,000
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