
　 【掲載する契約について】

　令和2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)履行期間が令和2年4月1日～令和3年3月31日の間の契約

　　(3)複数年契約で、始期が令和2年度中（令和2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
広島中央環境衛生組合例規システム導入
及び保守管理業務

広島中央環境衛生組合庁舎内、本
組合管内の各施設及び受注者が指
定するサーバー設置場所

令和2年12月11日 令和8年3月31日 指名競争入札 令和2年12月10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号愛媛ビ
ル・広島５階

2,461,800

2 総務課 委託 法律顧問業務  - 令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月9日 弁護士　安村　和幸 広島市中区東白島町１３番１０号 594,000

3 総務課 委託 自動車等海上輸送契約
竹原港から白水港又は垂水港に係
る各片道の区間

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月17日 大崎フェリー同盟 竹原市港町四丁目２番２４号

車両の長さ
3ｍ以上4ｍ未満

金1,590円、
4ｍ以上5ｍ未満

金2,140円
(他省略)

4 総務課 委託 自動車等海上輸送契約
安芸津港から大西港に係る各片道
の区間

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月17日
安芸津フェリー株式会
社

東広島市安芸津町三津４２１５番地

車両の長さ
3ｍ以上4ｍ未満

金1,590円、
4ｍ以上5ｍ未満

金2,140円
(他省略)

5 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）

令和2年6月4日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年6月3日
税理士法人　長谷川会
計

広島市西区庚午中二丁目１１番１号 880,000

6 総務課 委託
広島中央環境衛生組合ホームページ賃貸
借業務

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１

令和2年8月1日 令和3年7月31日 随意契約（１者） 令和2年6月19日
株式会社 呉電子計算
センター

広島県呉市本通2丁目4番1号 426,624

契約締結結果表（Ｒ２）

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）
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7 業務１課 委託
令和２年度賀茂環境衛生センター
清掃業務

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月3日 オスカー管財株式会社 東広島市西条町助実１６３８番地の３ 1,793,000

8 業務１課 委託
令和２年度賀茂環境衛生センター
大気・水質等分析検査業務

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１ほか
賀茂環境衛生センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月16日 中外テクノス株式会社 広島市西区横川新町９番１２号 7,480,000

9 業務１課 委託
令和２年度安芸津クリーンセンター
大気・水質等分析検査業務

東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月16日
株式会社静環検査セン
ター広島営業所

広島市安佐北区落合一丁目１９－３８ 1,320,000

10 業務１課 委託
令和２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

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１ほか

令和2年6月2日 令和2年11月30日 指名競争入札 令和2年6月1日 賀茂地方森林組合 東広島市高屋町稲木２０１０番地の５ 1,265,000

11 業務１課 委託
令和２年度賀茂環境衛生センター
樹木等管理業務

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年6月4日 令和3年2月28日 指名競争入札 令和2年6月3日 東光造園株式会社 東広島市西条中央八丁目２３番１２号 1,118,700

12 業務１課 委託 し尿処理水圧送管洗管業務
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１ほか
賀茂環境衛生センター

令和2年10月31日 令和3年1月31日 指名競争入札 令和2年10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２丁目１番１号 676,500

13 業務１課 委託 し尿処理施設脱臭用活性炭入替業務
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年6月12日 令和2年10月31日 指名競争入札 令和2年6月11日 高田化学株式会社 広島市中区袋町６番１９号 1,427,800

14 業務１課 委託
令和２年度安芸津クリーンセンター
自家用電気工作物保安管理業務

東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（競争） 令和2年2月27日 平岡電気管理事務所 東広島市高屋町小谷１３５２ 194,040

15 業務１課 委託 し尿処理施設冷却装置定期点検業務
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年4月28日 令和2年9月30日 随意契約（競争） 令和2年4月27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１５号 132,000
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16 業務１課 委託
令和２年度賀茂環境衛生センター
消防用設備等点検業務

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年5月29日 令和3年3月25日 随意契約（競争） 令和2年5月28日 西条電気株式会社 東広島市西条昭和町5番10号 187,000

17 業務１課 委託
令和２年度安芸津クリーンセンター
消防用設備等点検業務

東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年5月29日 令和3年3月25日 随意契約（競争） 令和2年5月28日
広島綜合警備保障株式
会社

広島市安佐南区西原八丁目３４番３
号

46,200

18 業務１課 委託
令和２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

令和2年6月5日 令和3年3月19日 随意契約（競争） 令和2年6月4日 光元設備工業株式会社 東広島市西条町寺家7959番地3 297,000

19 業務１課 委託
令和２年度安芸津クリーンセンター地下タ
ンク漏洩検査業務

東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年12月18日 令和3年2月28日 随意契約（競争） 令和2年12月17日 株式会社メンテ・オオノ 広島市中区西白島町２２番１５号 44,000

20 業務１課 委託
令和２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

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

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

広島市東区二葉の里三丁目５番７号 1,375,000

21 業務１課 委託
令和２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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月10日 上三永三区 東広島市西条町上三永1439番地１ 1,954,320

22 業務１課 委託
令和２年度賀茂環境衛生センター
焼却灰等運搬業務

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター
東広島市黒瀬町国近１０４２７番地
２４
賀茂環境センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月18日 有限会社岡本運輸 東広島市黒瀬町乃美尾１７７０番地２ 86,011,200

23 業務１課 委託
令和２年度賀茂環境衛生センター
廃スプリングマット類処理業務

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月24日 株式会社オガワエコノス 府中市高木町５０２番地の１０ 13,112,000

24 業務１課 委託
令和２年度賀茂環境衛生センター
ごみ処理施設運転管理業務

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月25日
ＪＦＥ環境サービス株式
会社

横浜市鶴見区弁天町３番地 201,432,000
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25 業務１課 委託 し尿処理施設運転管理業務
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月26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 80,850,000

26 業務１課 委託
令和２年度安芸津クリーンセンター
し尿処理施設運転管理業務

東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月27日
浅野アタカ株式会社広
島支店

広島市西区西観音町９番７号 23,364,000

27 業務１課 委託
令和２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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月30日 株式会社伯和総業 東広島市西条町助実３５番地２ 156,310

28 業務１課 委託
令和２年度賀茂環境衛生センター
機械警備業務

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年10月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年8月21日 警備開発株式会社 広島市南区皆実町一丁目８番２８号 46,200

29 業務１課 委託 し尿処理施設沈砂・受入槽等清掃業務
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年9月2日 令和3年3月24日 随意契約（１者） 令和2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 513,700

30 業務１課 委託
令和２年度安芸津クリーンセンター
機械警備業務

東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年10月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年9月3日
広島綜合警備保障株式
会社

広島市安佐南区西原八丁目３４番３
号

236,280

31 業務１課 委託
令和２年度安芸津クリーンセンター貯留槽
等清掃業務

東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年10月22日 令和2年12月25日 随意契約（１者） 令和2年10月21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 574,200

32 業務１課 修繕
し尿処理施設ハスクバーナゼノア補修整
備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年4月11日 令和2年8月31日 指名競争入札 令和2年4月10日 株式会社ＩＣＨＩＫＡＷＡ 広島市中区小町３番１７号 2,585,000

33 業務１課 修繕
し尿処理施設中央監視室エアコン補修整
備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年5月30日 令和2年7月31日 指名競争入札 令和2年5月29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 825,000
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34 業務１課 修繕 し尿処理水圧送ポンプ補修整備
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年6月6日 令和2年9月30日 指名競争入札 令和2年6月5日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 1,155,000

35 業務１課 修繕 し尿処理施設兵神装備補修整備
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年7月2日 令和2年11月30日 指名競争入札 令和2年7月1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 1,463,000

36 業務１課 修繕
し尿処理施設（ハスクバーナゼノア）補修
整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年12月17日 令和3年2月28日 指名競争入札 令和2年12月16日 株式会社ICHIKAWA 広島市中区小町３番１７号 2,541,000

37 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
１、２号炉灰クレーン補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和3年1月13日 令和3年3月25日 指名競争入札 令和3年1月12日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 1,265,000

38 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
３号炉白煙防止用空気予熱器ダスト除去
装置№３補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和3年1月13日 令和3年3月25日 指名競争入札 令和3年1月12日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 737,000

39 業務１課 修繕 し尿処理施設相互ポンプ補修整備
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年7月2日 令和2年11月30日 指名競争入札 令和2年7月1日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 2,530,000

40 業務１課 修繕 し尿処理水配管ほか補修整備
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年4月22日 令和2年5月31日 随意契約（競争） 令和2年4月21日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 473,000

41 業務１課 修繕
令和２年度安芸津クリーンセンター
トイレ給水配管補修整備

東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年5月1日 令和2年6月5日 随意契約（競争） 令和2年4月30日 株式会社土居鉄工 東広島市安芸津町木谷351番地2 495,000

42 業務１課 修繕
浄化槽汚泥処理施設水槽蓋ほか補修整
備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年5月2日 令和2年5月31日 随意契約（競争） 令和2年5月1日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 231,000
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43 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
古紙ストックヤード補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年5月15日 令和2年6月15日 随意契約（競争） 令和2年5月14日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 495,000

44 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
工場棟１階電気室空調機補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年6月10日 令和2年6月30日 随意契約（競争） 令和2年6月9日
中国システック株式会
社

広島市西区大芝二丁目１４番１０号 107,800

45 業務１課 修繕
し尿処理施設水質試験室エアコン補修整
備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年6月12日 令和2年6月30日 随意契約（競争） 令和2年6月11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 57,200

46 業務１課 修繕 し尿処理施設№１冷却装置補修整備
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年6月18日 令和2年7月17日 随意契約（競争） 令和2年6月17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１５号 440,000

47 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター屋内多
目的広場引違い扉補修整備

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

令和2年6月18日 令和2年7月31日 随意契約（競争） 令和2年6月17日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 220,000

48 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
山側法面フェンス補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年6月19日 令和2年7月31日 随意契約（競争） 令和2年6月18日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 308,000

49 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
消防設備修繕

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年6月23日 令和2年7月3日 随意契約（競争） 令和2年6月22日 西条電気株式会社 東広島市西条昭和町５番１０号 341,000

50 業務１課 修繕
し尿処理施設水質試験室エアコン補修整
備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年6月30日 令和2年7月30日 随意契約（競争） 令和2年6月29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 103,400

51 業務１課 修繕 し尿処理施設貯留槽点検口補修整備
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年7月2日 令和2年7月31日 随意契約（競争） 令和2年7月1日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 495,000
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52 業務１課 修繕 し尿処理施設スカム破砕ポンプ補修整備
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年7月11日 令和2年9月30日 随意契約（競争） 令和2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 462,000

53 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
工場棟給湯配管補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年7月21日 令和2年8月31日 随意契約（競争） 令和2年7月20日 光元設備工業株式会社 東広島市西条町寺家７９５９番地３ 132,000

54 業務１課 修繕 し尿処理施設№１冷却装置補修整備
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年8月12日 令和2年9月11日 随意契約（競争） 令和2年8月11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１５号 415,800

55 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
工場棟４階ごみクレーン電気室空調機補
修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年8月19日 令和2年9月9日 随意契約（競争） 令和2年8月19日
中国システック株式会
社

広島市西区大芝二丁目１４番１０号 40,700

56 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
消防設備修繕

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年8月29日 令和2年9月15日 随意契約（競争） 令和2年8月28日 西条電気株式会社 東広島市西条昭和町５番１０号 53,900

57 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
調整池側フェンス補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年9月1日 令和2年9月30日 随意契約（競争） 令和2年8月31日 株式会社てらお建設
東広島市西条土与丸四丁目２番５１
号

91,190

58 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
工場棟４階ごみクレーン電気室空調機補
修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年9月1日 令和2年9月15日 随意契約（競争） 令和2年8月31日
中国システック株式会
社

広島市西区大芝二丁目１４番１０号 341,000

59 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
洗車場補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年9月2日 令和2年9月30日 随意契約（競争） 令和2年9月1日 株式会社てらお建設
東広島市西条土与丸四丁目２番５１
号

99,550

60 業務１課 修繕
し尿処理施設貯留槽スカム破砕ポンプ
補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年9月18日 令和2年11月30日 随意契約（競争） 令和2年9月17日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 374,000
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61 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
油圧ショベル補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年12月17日 令和2年12月25日 随意契約（競争） 令和2年12月16日
株式会社クボタ建機
ジャパン

呉市広多賀谷三丁目４番１０号 345,620

62 業務１課 修繕 し尿処理施設前曝気室天井補修整備
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和3年1月29日 令和3年3月28日 随意契約（競争） 令和3年1月28日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 484,000

63 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
消防設備修繕

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和3年2月18日 令和3年3月5日 随意契約（競争） 令和3年2月17日 西条電気株式会社 東広島市西条昭和町５番１０号 111,000

64 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
工場棟１階電気室空調機補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和3年3月3日 令和3年3月25日 随意契約（競争） 令和3年3月2日
中国システック株式会
社

広島市西区大芝二丁目１４番１０号 212,300

65 業務１課 修繕
令和２年度安芸津クリーンセンター給油ポ
ンプほか補修整備

東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和3年3月16日 令和3年3月31日 随意契約（競争） 令和3年3月15日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 429,000

66 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
ガス給湯器修理

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和3年3月20日 令和3年3月31日 随意契約（競争） 令和3年3月19日
西日本液化ガス株式会
社　東広島支店

東広島市八本松町原１０８８３－３５ 297,660

67 業務１課 修繕
令和２年度安芸津クリーンセンター
し尿処理施設補修整備

東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年6月24日 令和2年10月31日 随意契約（１者） 令和2年6月23日
日立造船株式会社中国
支社

広島市中区袋町３番１７号 9,790,000

68 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
ごみ処理施設補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年6月26日 令和3年3月25日 随意契約（１者） 令和2年6月25日
ＪＦＥエンジニアリング株
式会社中国支店

広島市中区幟町１３番１５号 121,660,000

69 業務１課 修繕 し尿処理動力主幹盤補修整備
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター

令和2年7月11日 令和2年8月31日 随意契約（１者） 令和2年7月10日
ＪＦＥエンジニアリング
株式会社　中国支店

広島市中区幟町１３番１５号 792,000
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70 業務１課 修繕 トラクターショベル特定自主検査
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年8月18日 令和2年8月31日 随意契約（１者） 令和2年8月17日
トヨタＬ＆Ｆ広島株式会
社

広島市西区商工センター二丁目１６番
１０号

332,942

71 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
３号炉分析計ほか補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年8月20日 令和2年11月30日 随意契約（１者） 令和2年8月19日
ＪＦＥエンジニアリング株
式会社中国支店

広島市中区幟町１３番１５号 2,904,000

72 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
３号炉ごみクレーンシーケンサー補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年9月4日 令和2年10月31日 随意契約（１者） 令和2年9月3日
ＪＦＥエンジニアリング株
式会社中国支店

広島市中区幟町１３番１５号 715,000

73 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
プラットホームシャッター補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年12月5日 令和3年1月31日 随意契約（１者） 令和2年12月4日
ＪＦＥエンジニアリング株
式会社中国支店

広島市中区幟町１３番１５号 990,000

74 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
３号炉白煙防止用空気予熱器ダスト除去
装置№３補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年12月9日 令和3年1月13日 随意契約（１者） 令和2年12月8日
ＪＦＥエンジニアリング株
式会社中国支店

広島市中区幟町１３番１５号 770,000

75 業務１課 修繕
令和２年度賀茂環境衛生センター
計量器補修整備

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和3年1月21日 令和3年2月25日 随意契約（１者） 令和3年1月20日 株式会社村尾計量器店 尾道市高須町５６３０番地３ 211,035

76 業務１課 修繕
賀茂環境衛生センター多目的広場空調機
修理

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

令和2年7月23日 令和2年8月31日 随意契約（１者） 令和2年7月22日 光元設備工業株式会社 東広島市西条町寺家7959番地3 146,300

77 業務１課 賃貸借 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年5月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年4月30日
株式会社きんし西条営
業所

東広島市西条大坪町８番３２号 66,550

78 業務１課 賃貸借 公用車賃貸借（フレア）
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年6月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年5月21日
株式会社エネルギアＬ
＆Ｂパートナーズ

広島市中区小町４番３３号 333,300
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79 業務１課 物品購入等 硫酸バンド
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター（し尿処
理施設）

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月23日 高田化学株式会社 広島市中区袋町６番１９号 4,379,232

80 業務１課 物品購入等 苛性ソーダ
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター（し尿処
理施設）

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3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 4,375,404

81 業務１課 物品購入等 高分子凝集剤
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター（し尿処
理施設）

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3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 1,757,250

82 業務１課 物品購入等 消石灰

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター（可燃ごみ処
理施設）

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月23日 株式会社宗藤商店 東広島市西条西本町１５番４号 14,928,408

83 業務１課 物品購入等 活性炭

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター（可燃ごみ処
理施設）

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月23日
オカモト産業株式会社
広島営業所

東広島市高屋台一丁目１０番１７号 2,783,000

84 業務１課 物品購入等 尿素水

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター（可燃ごみ処
理施設）

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月23日 株式会社ナカムラ 広島市西区東観音町５番３１号 5,399,064

85 業務１課 物品購入等 重金属安定剤

東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター（可燃ごみ処
理施設）

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月23日 株式会社ナカムラ 広島市西区東観音町５番３１号 7,378,800

86 業務１課 物品購入等 ポリ鉄１１％３㎥タンク
東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月23日
山本コーポレーション株
式会社広島営業所

広島市西区草津港二丁目８－３１ 952,072

87 業務１課 物品購入等 次亜塩素酸ソーダ
東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月23日 株式会社ナカムラ 広島市西区東観音町５番３１号 549,648
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88 業務１課 物品購入等 苛性ソーダ
東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月23日
山本コーポレーション株
式会社広島営業所

広島市西区草津港二丁目８－３１ 557,700

89 業務１課 物品購入等 活性炭（新炭）
東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月23日 協和物産株式会社 広島市安佐北区大林一丁目７番７号 484,440

90 業務１課 物品購入等 活性炭（再生炭）
東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月23日 協和物産株式会社 広島市安佐北区大林一丁目７番７号 336,600

91 業務１課 物品購入等 次亜塩素酸ソーダ
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１賀茂環境衛生センター（し尿処
理施設）

令和2年4月21日 令和3年3月31日 随意契約（競争） 令和2年4月20日 株式会社ナカムラ 広島市西区東観音町５番３１号 253,440

92 業務１課 物品購入等 ポリ鉄１１％２㎥タンク
東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年4月21日 令和3年3月31日 随意契約（競争） 令和2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８－３１ 280,071

93 業務１課 物品購入等 高分子凝集剤
東広島市安芸津町木谷５６７６番地
安芸津クリーンセンター

令和2年4月21日 令和3年3月31日 随意契約（競争） 令和2年4月20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

355,080

94 業務１課 物品購入等 灯油
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

- 令和2年6月5日 随意契約（競争） 令和2年5月25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

311,520

95 業務１課 物品購入等 灯油
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

- 令和2年9月18日 随意契約（競争） 令和2年9月10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

418,880

96 業務１課 物品購入等 灯油
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

- 令和2年12月4日 随意契約（競争） 令和2年11月27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

414,480
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97 業務１課 物品購入等 灯油
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

- 令和2年12月30日 随意契約（競争） 令和2年12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

444,400

98 業務１課 物品購入等 ノズル完成品
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

- 令和3年3月15日 随意契約（１者） 令和2年12月18日
ＪＦＥエンジニアリング株
式会社中国支店

広島市中区幟町１３番１５号 302,500

99 業務１課 その他 トラックスケール法定検査
東広島市西条町上三永１０７６６番
地１
賀茂環境衛生センター

令和2年6月12日 令和2年8月31日 随意契約（１者） 令和2年6月11日 株式会社村尾計量器店 尾道市高須町５６３０番地３ 385,000

100 業務２課 委託 水質等検査業務
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月23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 4,400,000

101 業務２課 委託
令和２年度賀茂環境センターガス検知警
報装置保守点検業務

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年5月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年4月30日 中外テクノス株式会社 広島市西区横川新町9-12 1,254,000

102 業務２課 委託
令和２年度ペットボトル等処理施設点検業
務

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年7月14日 令和2年11月30日 指名競争入札 令和2年7月13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 880,000

103 業務２課 委託
令和２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）

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（競争） 令和2年3月27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 178,200

104 業務２課 委託
令和２年度賀茂環境センター最終処分場
埋立管理業務

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月27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 7,590,000

105 業務２課 委託
令和２年度賀茂環境センター浸出水処理
施設運転管理業務

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月27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 7,920,000
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106 業務２課 委託
令和２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

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月27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 576,000

107 業務２課 委託
令和２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

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月27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 103,400,000

108 業務２課 委託
令和２年度賀茂環境センター場内除草業
務（第２回目）

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年10月8日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年10月7日 黒瀬町森林組合 東広島市黒瀬町丸山１４４５番地 3,300,000

109 業務２課 委託
令和２年度賀茂環境センター精密機能検
査業務

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年10月23日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年10月22日
日本水工設計株式会社
広島支社

広島市南区的場町１丁目３番６号 3,630,000

110 業務２課 修繕
最終処分場二工区クレーンパワーシリン
ダー補修整備

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年7月22日 令和2年9月30日 随意契約（競争） 令和2年7月21日 株式会社ニチゾウテック 尾道市向東町１４７５５番地 440,000

111 業務２課 修繕
令和２年度ペットボトル等処理施設補修整
備

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月29日 令和3年2月28日 随意契約（１者） 令和2年4月28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

9,900,000

112 業務２課 修繕 令和２年度ストックヤード補修整備
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年9月4日 令和3年3月1日 指名競争入札 令和2年9月3日 有限会社　市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 3,795,000

113 業務２課 修繕
令和２年度粗大ごみ処理施設排水処理設
備補修整備

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年12月2日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年12月1日 有限会社　市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 1,848,000

114 業務２課 修繕
令和２年度粗大ごみ処理施設空気圧縮機
補修整備

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年12月2日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年12月1日 有限会社　市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 715,000
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115 業務２課 修繕
令和２年度手選別コンベアスカートゴム補
修整備

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年12月2日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年12月1日
王子エンジニアリング株
式会社　呉事業部

呉市広末広町２丁目１番１号 1,034,000

116 業務２課 修繕 令和２年度資源系選別設備補修整備
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年12月3日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年12月2日 株式会社ニチゾウテック 尾道市向東町１４７７５番地 2,145,000

117 業務２課 修繕 令和２年度最終処分場二工区補修整備
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年12月5日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年12月4日
株式会社　ニチゾウテッ
ク　広島事業部

尾道市向東町１４７７５番地 4,675,000

118 業務２課 修繕 令和２年度浸出水処理施設補修整備
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和3年2月4日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和3年2月3日
クボタ環境サービス株
式会社　中国支店

広島市東区二葉の里三丁目5番7号 2,200,000

119 業務２課 修繕 令和２年度浸出水処理水槽補修整備
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和3年2月27日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和3年2月26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 1,870,000

120 業務２課 修繕 粗大供給コンベヤ火災復旧補修整備
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年10月9日 令和3年3月1日 随意契約（競争） 令和2年10月8日
株式会社　ニチゾウテッ
ク　広島事業部

尾道市向東町１４７７５番地 330,000

121 業務２課 修繕
令和２年度賀茂環境センターVOCモニ
ター補修整備

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年10月24日 令和2年12月31日 随意契約（競争） 令和2年10月23日 中外テクノス株式会社 広島市西区横川新町９番１２号 437,800

122 業務２課 修繕
令和２年度最終処分場第２工区水中ポン
プ電源補修整備

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年10月27日 令和3年3月1日 随意契約（競争） 令和2年10月26日 中国菱機株式会社
東広島市西条町土与丸四丁目２番６
３号

452,353

123 業務２課 修繕
令和２年度粗大ごみ処理施設計量器付近
搬入路補修整備

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年11月25日 令和2年12月31日 随意契約（競争） 令和2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 462,000
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124 業務２課 修繕 令和２年度管理棟２階便所補修整備
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年11月25日 令和2年12月31日 随意契約（競争） 令和2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 488,400

125 業務２課 修繕 令和２年度汚水貯槽ポンプ補修整備
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和3年2月20日 令和3年3月31日 随意契約（競争） 令和3年2月19日 有限会社　市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 323,400

126 業務２課 修繕
令和２年度供給コンベアサイドスカート継
目補修整備

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和3年3月19日 令和3年3月31日 随意契約（競争） 令和3年3月18日 有限会社　市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 440,000

127 業務２課 賃貸借
最終処分場二工区用軽ダンプ及びバック
ホー賃貸借

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年11月17日 令和2年12月16日 随意契約（競争） 令和2年11月16日
日本マーツ株式会社
東広島営業所

東広島市西条町土与丸四丁目２番７
２号

172,700

128 業務２課 賃貸借 覆土材等保管用鉄板賃貸借
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年4月1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4-2-72 681,747

129 業務２課 物品購入等 工業薬品(液体苛性ソーダ)
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月25日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年4月24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766-1 630,630

130 業務２課 物品購入等 工業薬品(ポリテツ・Ｒグレード)
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月25日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年4月24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2-8-31 610,643

131 業務２課 物品購入等 工業薬品(液体炭酸ソーダ)
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月25日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年4月24日 高田化学株式会社 広島市中区袋町6-19 1,578,240

132 業務２課 物品購入等 工業薬品(メタノール)
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月25日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年4月24日 高田化学株式会社 広島市中区袋町6-19 353,100
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133 業務２課 物品購入等 水処理用活性炭
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月25日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年4月24日
オカモト産業株式会社
広島営業所

東広島市高屋台1-10-17 900,372

134 業務２課 物品購入等 電磁ディスクブレーキ
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年10月1日 令和3年3月1日 随意契約（競争） 令和2年10月1日
王子エンジニアリング株
式会社　呉事業部

呉市広末広町２丁目１番１号 369,600

135 業務２課 物品購入等 ２次破袋機用回転刃
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和3年2月22日 令和3年3月19日 随意契約（競争） 令和3年2月22日 有限会社　市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 394,680

136 業務２課 委託
令和２年度賀茂環境センター清掃管理業
務

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月23日 株式会社くれせん 呉市西中央４丁目6番3号 2,530,000

137 業務２課 委託 廃乾電池処分業務
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年6月2日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年6月1日
JＦＥ条鋼株式会社
水島製造所

岡山県倉敷市水島川崎通1-5-2 902,000

138 業務２課 委託 令和２年度場内除草業務（１回目）
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年6月19日 令和2年9月30日 指名競争入札 令和2年6月18日 黒瀬町森林組合 東広島市黒瀬町丸山1445番地 1,320,000

139 業務２課 委託 令和２年度粗大ごみ処理施設点検業務
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年7月14日 令和2年11月30日 指名競争入札 令和2年7月13日 株式会社ニチゾウテック 尾道市向東町１４７５５番地 1,320,000

140 業務２課 委託
令和２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）

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（競争） 令和2年3月27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 488,400

141 業務２課 委託 廃蛍光管処分業務
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年6月15日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年6月14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 2,772,000
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142 業務２課 委託
令和元年度賀茂環境センター浄化槽保守
点検業務

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年6月20日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年6月19日 株式会社三井開発 東広島市八本松町原4792番地 446,050

143 業務２課 委託
令和２年度賀茂環境センター粗大ごみ処
理施設運転管理業務

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月27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１１ 105,138,000

144 業務２課 委託
令和２年度賀茂環境センター場内美化業
務

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年5月21日 令和3年2月28日 随意契約（特定目的） 令和2年5月20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 188,210

145 業務２課 修繕
令和２年度粗大ごみ処理施設搬送コンベ
アケーシング補修整備

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年6月13日 令和2年7月31日 指名競争入札 令和2年6月12日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 473,000

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

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年7月11日 令和3年3月24日 指名競争入札 令和2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 2,420,000

147 業務２課 修繕 令和２年度ストックヤード補修整備
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年9月4日 令和3年3月1日 指名競争入札 令和2年9月3日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 3,795,000

148 業務２課 修繕
令和２年度トラックスケール点検・法定代
行検査

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年7月3日 令和2年10月31日 随意契約（競争） 令和2年7月2日 株式会社村尾計量器店 尾道市高須町5630-3 204,050

149 業務２課 修繕
令和２年度賀茂環境センター粗大ごみ処
理施設補修整備

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年6月26日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年6月25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

46,200,000

150 業務２課 賃貸借 複合機賃貸借業務
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年4月1日
株式会社きんし　西条
営業所

東広島市西条大坪町8-32 24,365
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151 業務２課 賃貸借 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）リース業務
東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター

令和2年5月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年4月30日
株式会社きんし　西条
営業所

東広島市西条大坪町8-32 66,550

152 業務３課 委託
令和２年度廃乾電池処理業務（単価契
約）

東広島市安芸津町木谷11620番地
1
竹原安芸津最終処分場

令和2年9月11日 令和3年3月31日 随意契約（競争） 令和2年9月10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丁目５番
２

447,480

153 業務３課 委託 令和２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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2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 76,923,000

154 業務３課 委託 令和２年度古紙類運搬業務（単価契約）
東広島市安芸津町木谷1620番地1
竹原安芸津最終処分場

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2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４７２４番地２ 1,848,000

155 業務３課 委託 竹原クリーンセンター包括運営管理業務
竹原市福田町3891番地1
竹原クリーンセンター

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月26日
クボタ環境サービス
株式会社中国支店

広島市東区二葉の里三丁目５番７号 66,297,000

156 業務３課 委託 令和２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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月27日 テスコ株式会社
東京都千代田区西神田一丁目４番5
号

81,840,000

157 業務３課 委託
令和２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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月27日 テスコ株式会社
東京都千代田区西神田一丁目４番5
号

54,131,000

158 業務３課 委託
令和２年度廃蛍光管処理業務（単価契
約）

東広島市安芸津町木谷1620番地1
竹原安芸津最終処分場

令和2年6月30日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年6月29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 1,386,000

159 業務３課 修繕
１号炉減温塔コントロールバルブ補修整
備

竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

令和2年7月29日 令和2年12月25日 指名競争入札 令和2年7月28日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 1,265,000
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160 業務３課 修繕 ２号炉ＩＤＦ補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

令和2年7月29日 令和2年12月25日 指名競争入札 令和2年7月28日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 1,265,000

161 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

令和2年7月29日 令和2年12月25日 指名競争入札 令和2年7月28日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 1,683,000

162 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

令和2年7月29日 令和2年12月25日 指名競争入札 令和2年7月28日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 3,819,200

163 業務３課 修繕 ２号炉バグフィルター空気配管補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

令和2年7月29日 令和2年12月25日 指名競争入札 令和2年7月28日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 880,000

164 業務３課 修繕 ２号炉給塵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

令和2年7月10日 令和2年8月31日 随意契約（競争） 令和2年7月9日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 363,000

165 業務３課 修繕 バグフィルター用空気圧縮機補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

令和2年10月8日 令和3年1月31日 随意契約（競争） 令和2年10月7日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 803,000

166 業務３課 修繕 １号炉バグフィルター配管補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

令和2年10月8日 令和2年12月25日 随意契約（競争） 令和2年10月7日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 902,000

167 業務３課 修繕 ２号炉給塵機穴開き補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

令和2年11月6日 令和2年12月25日 随意契約（競争） 令和2年11月5日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 414,700

168 業務３課 修繕 浸出水処理施設処理水配管補修整備
東広島市安芸津町木谷11620番地
1
竹原安芸津最終処分場

令和3年2月9日 令和3年3月19日 随意契約（競争） 令和3年2月8日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 495,000
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169 業務３課 修繕 令和２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

令和2年7月15日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年7月14日
三菱日立パワーシステ
ムズインダストリー株式
会社

大阪府大阪市中央区北浜二丁目５番
２３号

55,000,000

170 業務３課 修繕 １号炉煙道補修整備
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

令和3年3月10日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和3年3月9日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 440,000

171 業務３課 修繕 浸出水処理施設第二調整槽補修
東広島市安芸津町木谷11620番地
1
竹原安芸津最終処分場

令和3年3月13日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和3年3月12日 有限会社市地工業 東広島市西条町寺家７５７番地 484,000

172 業務３課 物品購入等 分析計用校正ガス
竹原市吉名町２６５４番地
竹原安芸津環境センター

- 令和2年8月31日 随意契約（競争） 令和2年5月13日 大谷酸素株式会社 東広島市安芸津町三津４９５３番地１ 304,810

173 業務４課 委託
令和２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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月27日
ＮＣＴフロンティア
株式会社

広島県三原市城町一丁目12番20号 2,612,390

174 業務４課 委託
ごみ中継施設及びストックヤード建設工事
施工監理業務

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

令和2年7月7日 令和6年3月31日 指名競争入札 令和2年7月6日
一般財団法人広島県環
境保健協会

広島県広島市中区広瀬北町９番１号 41,800,000

175 業務４課 委託
令和２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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（競争） 令和2年3月24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 453,200

176 業務４課 委託
令和２年度大崎上島クリーンセンター
消防用設備等点検業務

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

令和2年7月31日 令和3年3月31日 随意契約（競争） 令和2年7月30日 有限会社上島防災
広島県豊田郡大崎上島町大串2030-
6

93,500

177 業務４課 委託
令和2年度大崎上島クリーンセンター地下
タンク漏洩検査業務

広島県豊田郡大崎上島町明石８６９
番地

令和2年10月13日 令和2年11月30日 随意契約（競争） 令和2年10月12日
株式会社サービスセン
ター

三原市宮沖５丁目８番２４号 66,000
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178 業務４課 委託
令和2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

令和2年10月13日 令和2年12月28日 随意契約（競争） 令和2年10月12日 有限会社　芸予美研 豊田郡大崎上島町木江丙144の1 180,400

179 業務４課 委託
令和２年度大崎上島環境センター廃乾電
池運搬・再生処理業務（単価契約）

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

令和2年10月15日 令和3年3月31日 随意契約（競争） 令和2年10月14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 170,610

180 業務４課 委託
令和２年度大崎上島環境センター法面下
刈り業務

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

令和3年2月4日 令和3年3月31日 随意契約（競争） 令和3年2月3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

484,000

181 業務４課 委託
令和２年度大崎上島環境センター廃プラ
スチック類処分業務（単価契約）

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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月16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 1,419,000

182 業務４課 委託
令和２年度大崎上島環境センター粗大ご
み処分業務（単価契約）

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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月16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 5,082,000

183 業務４課 委託
令和２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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月24日 平本電気管理事務所 広島県豊田郡大崎上島町東野3504 178,200

184 業務４課 委託
令和２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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月24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 514,800

185 業務４課 委託
令和２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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月24日
クボタ環境サービス
株式会社中国支店

広島市東区二葉の里三丁目5番7号 6,567,000

186 業務４課 委託
令和２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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月25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 7,126,900
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187 業務４課 委託
令和２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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月25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 7,498,700

188 業務４課 委託
令和２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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月25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 3,621,200

189 業務４課 委託
令和２年度大崎上島環境センター古紙類
運搬業務（単価契約）

広島県豊田郡大崎上島町沖浦１０６
番１０
沖浦ストックヤード

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月25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 3,128,620

190 業務４課 委託
令和２年度大崎上島環境センターペットボ
トル運搬業務（単価契約）

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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月25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 1,774,080

191 業務４課 委託
令和２年度大崎上島環境センター金属類
運搬業務（前期分）（単価契約）

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

令和2年4月1日 令和2年9月30日 随意契約（１者） 令和2年3月25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1 384,780

192 業務４課 委託
令和２年度大崎上島環境センター焼却灰
等処分業務（単価契約）

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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月25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

8,162,000

193 業務４課 委託
令和２年度大崎上島環境センター廃蛍光
管運搬・再生処理業務（単価契約）

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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月25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

411,400

194 業務４課 委託
令和２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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月25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

448,800

195 業務４課 委託
令和２年度大崎上島環境センター廃プラ
スチック類運搬業務（単価契約）

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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年3月30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 1,705,330
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196 業務４課 委託
令和２年度大崎上島環境センター金属類
運搬業務（後期分）（単価契約）

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

令和2年10月1日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2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1 390,060

197 業務４課 委託
令和２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

令和2年10月15日 令和3年3月31日 随意契約（1者） 令和2年10月14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

1,793,000

198 業務４課 委託
令和2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

令和2年12月25日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年12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

533,500

199 業務４課 委託
令和２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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 随意契約（特定目的） 令和2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３０３２
番地２

3,627,800

200 業務４課 修繕
令和２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

令和2年10月14日 令和3年2月26日 指名競争入札 令和2年10月13日
クボタ環境サービス株
式会社中国支店

広島市東区二葉の里三丁目5番7号 1,012,000

201 業務４課 修繕
令和２年度大崎上島クリーンセンター
自動火災報知整備

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

令和2年6月19日 令和2年10月30日 随意契約（競争） 令和2年6月18日 有限会社上島防災
広島県豊田郡大崎上島町大串2030-
6

110,000

202 業務４課 修繕
令和２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

令和2年7月3日 令和2年10月30日 随意契約（競争） 令和2年7月2日
クボタ環境サービス
株式会社中国支店

広島市東区二葉の里三丁目5番7号 330,000

203 業務４課 修繕
令和２年度大崎上島環境センター自動火
災報知設備整備

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

令和2年9月5日 令和2年12月28日 随意契約（競争） 令和2年9月4日 有限会社上島防災
広島県豊田郡大崎上島町大串2030-
6

146,190

204 業務４課 修繕
令和２年度大崎上島クリーンセンター換気
扇更新整備

広島県豊田郡大崎上島町明石８６９
番地

令和2年10月13日 令和2年12月28日 随意契約（競争） 令和2年10月12日
株式会社サービスセン
ター

三原市宮沖５丁目８番２４号 493,020
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205 業務４課 修繕
令和２年度大崎上島クリーンセンター
膜設備整備

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

令和2年4月21日 令和2年8月31日 随意契約（１者） 令和2年4月20日
クボタ環境サービス
株式会社中国支店

広島市東区二葉の里三丁目5番7号 6,710,000

206 業務４課 修繕
令和２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

令和2年7月4日 令和2年10月30日 随意契約（１者） 令和2年7月3日
クボタ環境サービス
株式会社中国支店

広島市東区二葉の里三丁目5番7号 3,190,000

207 業務４課 修繕
令和２年度大崎上島クリーンセンターPLC
バッテリー取替整備

広島県豊田郡大崎上島町明石８６９
番地

令和2月12月16日 令和3年3月26日 随意契約（１者） 令和2年12月15日
クボタ環境サービス株
式会社中国支店

広島市東区二葉の里三丁目5番7号 363,000

208 業務４課 賃貸借
大崎上島環境センター自動体外式除細動
器（AED）賃貸借

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

令和2年11月1日 令和7年10月31日 指名競争入札 令和2年10月27日
株式会社きんし東広島
本店

広島県東広島市西条大坪町８番３２
号

580,800

209 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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月27日 株式会社ナカムラ 広島市西区東観音町5番31号 629,200

210 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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月27日
山本コーポレション
株式会社広島営業所

広島市西区草津港2丁目8-31 828,535

211 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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月27日
山本コーポレション
株式会社広島営業所

広島市西区草津港2丁目8-31 2,085,930

212 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

令和2年4月1日 令和3年3月31日 指名競争入札 令和2年3月27日 株式会社ナカムラ 広島市西区東観音町5番31号 1,106,688

213 業務４課 物品購入等 大型塵芥車ほか（その２）
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

- 令和3年9月30日 指名競争入札 令和2年7月10日
株式会社榮谷モーター
ス

広島県竹原市竹原町３５０４番地２ 59,675,000
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214 業務４課 物品購入等 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

令和2年4月21日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年4月20日
クボタ環境サービス
株式会社中国支店

広島市東区二葉の里三丁目5番7号 653,400

215 業務４課 物品購入等 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

令和2年4月21日 令和3年3月31日 随意契約（１者） 令和2年4月20日
クボタ環境サービス
株式会社中国支店

広島市東区二葉の里三丁目5番7号 1,318,680

216 業務４課 工事請負 ごみ中継施設及びストックヤード建設工事
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

令和2年7月11日 令和6年3月31日 指名競争入札 令和2年7月10日 近畿工業株式会社 大阪市北区東天満２丁目６番５号 1,265,000,000

217 施設整備課 委託
令和２年度　一般廃棄物処理施設整備事
業　上三永配水池用地測量業務委託

東広島市西条町上三永 令和2年9月15日 令和2年10月16日 指名競争入札 令和2年9月14日
木谷土地家屋調査士事
務所　木谷　浩二

東広島市西条町西本町15番10号 605,000
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