
落札

110
100

1,600 円）

入札指名業者名簿・入札経過及び入札結果表

所属名　市民生活部環境保全課

番　号・品　名 納　入　場　所 入札（予定）年月日

第　－　号

玉野市　深井町９－１８　地内

令和４年３月２４日

脱水汚泥処分業務 午前１１時００分

業　者　名
入札結果（消費税相当額抜き）

備考
第１回 第２回

かよう有機（株） 20,000

クリーン発酵（株） 19,000

西日本オーガニック（株） 18,800

（株）日本資源開発社 16,000

円

（うち消費税分

納 入 期 限 令和５年３月３１日

契約保証金 玉野市財務規則による

落　札　価　格 16,000 円× ＝ 17,600



落札

110
100

329,000 円）

入札指名業者名簿・入札経過及び入札結果表

所属名　市民生活部環境保全課

番　号・品　名 納　入　場　所 入札（予定）年月日

第　－　号
玉野市　和田７丁目802-8ほか
地内

令和４年３月２４日

玉野市一般廃棄物最終処分場
環境調査

午後２時

業　者　名
入札結果（消費税相当額抜き）

備考
第１回 第２回

（株）エヌ・イーサポート 4,840,000

エヌエス環境（株） 3,480,000

東和環境科学（株） 3,290,000

（株）日本総合科学 4,000,000

（株）三井Ｅ＆Ｓテクニカル
リサーチ

3,490,000

円

（うち消費税分

納 入 期 限 令和５年３月３１日

契約保証金 玉野市財務規則による

落　札　価　格 3,290,000 円× ＝ 3,619,000



落札

辞退

110
100

315,000 円）

入札指名業者名簿・入札経過及び入札結果表

所属名　市民生活部環境保全課

番　号・品　名 納　入　場　所 入札（予定）年月日

第　－　号

玉野市　槌ケ原3072-5　地内

令和４年３月２４日

東清掃センターばい煙等分析
測定

午後２時

業　者　名
入札結果（消費税相当額抜き）

備考
第１回 第２回

（株）エヌ・イーサポート 4,410,000

エヌエス環境（株） 3,500,000

東和環境科学（株） 4,120,000

（株）日本総合科学 3,150,000

（株）三井Ｅ＆Ｓテクニカル
リサーチ

円

（うち消費税分

納 入 期 限 令和５年３月３１日

契約保証金 玉野市財務規則による

落　札　価　格 3,150,000 円× ＝ 3,465,000



辞退

落札

110
100

7.70 円）

玉野市財務規則による

（うち消費税分

納 入 期 限 令和５年３月３１日

契約保証金

落　札　価　格 77.00 円× ＝ 84.70 円

矢切薬品株式会社 77.00

吉岡産業株式会社 81.00

西本藥品株式会社 81.00

三宅産業株式会社 79.00

株式会社玉野清美社 79.00

難波産業株式会社 77.30

高田化学株式会社 90.00

株式会社ダテ薬局

清水産業株式会社 78.00

株式会社シンニチロ 78.00

株式会社岡崎建材 80.00

株式会社クラカン 79.00

宇治産業ウエスト株式会社 81.90

業　者　名
入札結果（消費税相当額抜き）

備考
第１回 第２回

有限会社板谷 79.00

入札指名業者名簿・入札経過及び入札結果表

所属名　市民生活部環境保全課

番　号・品　名 納入場所 入札（予定）年月日

第　－　号 玉野市　槌ケ原３０７２－５
地内

令和４年３月２４日

工業用消石灰（活性炭５％含有） 午後２時３０分



落札

辞退

110
100

5.90 円）

玉野市財務規則による

（うち消費税分

納 入 期 限 令和５年３月３１日

契約保証金

落　札　価　格 59.00 円× ＝ 64.90 円

西本藥品株式会社 62.00

三宅産業株式会社 80.00

株式会社ダテ薬局

難波産業株式会社 71.00

株式会社シンニチロ 80.00

高田化学株式会社 80.00

岡山薬品工業株式会社 91.00

清水産業株式会社 59.00

株式会社岡崎建材 90.00

７５％薄硫酸 （玉野市東清掃センター） 午後２時４５分

業　者　名
入札結果（消費税相当額抜き）

備考
第１回 第２回

入札指名業者名簿・入札経過及び入札結果表

番　号・品　名 納入場所 入札（予定）年月日

第　－　号 玉野市　槌ケ原３０７２－５　地内 令和４年３月２４日

所属名　市民生活部環境保全課



落札

辞退

110
100

17.00 円）

玉野市財務規則による

（うち消費税分

納 入 期 限 令和５年３月３１日

契約保証金

落　札　価　格 170.00 円× ＝ 187.00 円

株式会社玉野清美社 173.00

吉岡産業株式会社 195.00

高田化学株式会社 170.00

株式会社ダテ薬局

業　者　名
入札結果（消費税相当額抜き）

備考
第１回 第２回

株式会社岡崎建材 180.00

入札指名業者名簿・入札経過及び入札結果表

所属名　市民生活部環境保全課

番　号・品　名 納入場所 入札（予定）年月日

第　－　号 玉野市　槌ケ原３０７２－５
地内

令和４年３月２４日

特殊反応助剤（タクロンＬ） 午後２時４５分



落札

110
100

39.50 円）

入札指名業者名簿・入札経過及び入札結果表

所属名　市民生活部環境保全課

番　号・品　名 納　入　場　所 入札（予定）年月日

第　－　号

玉野市槌ケ原３０７２－５地内

令和４年４月２８日

飛灰処理用重金属固定剤（液
体キレート）

午前９時

業　者　名
入札結果（消費税相当額抜き）

備考
第１回 第２回

有限会社 板谷 辞退

宇治産業ウエスト 株式会社 辞退

株式会社 ウチダ 辞退

株式会社 岡崎建材 辞退

株式会社 クラカン 辞退

清水産業 株式会社 辞退

高田化学 株式会社 辞退

株式会社 玉野清美社 辞退

西本藥品 株式会社 辞退

円

三宅産業 株式会社 395.00

矢切薬品 株式会社 430.00

（うち消費税分

納 入 期 限 令和５年３月３１日

契約保証金 玉野市財務規則による

落　札　価　格 395.00 円× ＝ 434.50



落札

110
100

1,510,845 円）（うち消費税分

納 入 期 限 令和４年１２月２８日

契約保証金 玉野市財務規則による

落　札　価　格 15,108,450 円× ＝ 16,619,295 円

㈱ユイテック 17,534,000

リスロン㈱ 辞退

村上産業㈱ 15,241,400

メディアインターナショナル㈱ 15,108,450

平松エンタープライズ㈱ 辞退

三宅産業㈱ 21,089,500

㈱Ｇ－Ｐｌａｃｅ 辞退

ジェイフィルム㈱ 辞退

業　者　名
入札結果（消費税相当額抜き）

備考
第１回 第２回

アルフォーインターナショナ
ル㈱

15,909,550

入札指名業者名簿・入札経過及び入札結果表

所属名　市民生活部環境保全課

番　号・品　名 納　入　場　所 入札（予定）年月日

第　－　号

玉野市　指定場所

令和４年５月１８日

玉野市有料指定袋製造業務 午前１０時３０分



落札

110
100

300,000 円）

入札指名業者名簿・入札経過及び入札結果表

所属名　市民生活部環境保全課

番　号・品　名 納　入　場　所 入札（予定）年月日

第　－　号

玉野市　指定場所

令和４年５月１８日

玉野市災害廃棄物処理計画策
定業務

午前１０時５０分

業　者　名
入札結果（消費税相当額抜き）

備考
第１回 第２回

アセス㈱岡山支社 5,000,000

㈱ウエスコ岡山支社 4,300,000

応用地質㈱岡山営業所 6,000,000

㈱オオバ岡山営業所 4,000,000

㈱建設技術研究所岡山事務所 8,000,000

㈱東和テクノロジー岡山営業所 3,000,000

(一財)日本環境衛生センター 3,795,000

復建調査設計㈱岡山支社 4,750,000

八千代エンジニヤリング㈱岡
山事務所

7,900,000

円

（うち消費税分

納 入 期 限 令和５年３月３１日

契約保証金 玉野市財務規則による

落　札　価　格 3,000,000 円× ＝ 3,300,000



110
100

168,000 円）（うち消費税分

納 入 期 限 令和５年３月３１日

契約保証金 玉野市財務規則による。

決　定　価　格 1,680,000 円× ＝ 1,848,000 円

復建調査設計（株） 3,500,000

中電技術コンサルタント（株） 辞退

（株）東和テクノロジー 2,880,000

（一財）日本環境衛生セン
ター

1,680,000 落札

中外テクノス（株） 辞退

東和環境科学（株） 辞退

（株）ウエスコ 2,300,000

（株）エイト日本技術開発 3,300,000

玉野市西清掃センター精密機
能検査業務

玉野市　深井町　地内

令和４年８月３１日

午前９時３０分

業　者　名
入札金額（消費税相当額抜き）

備考
第１回 第２回

入札業者名簿・入札経過及び入札結果表

所属名　市民生活部環境保全課

修繕（業務）・件名 修繕（業務）場所 入札（予定）年月日



110
100

110,000 円）

第２回

入札業者名簿・入札経過及び入札結果表

所属名　市民生活部環境保全課

修繕（業務）・件名 修繕（業務）場所 入札（予定）年月日

落札

LED照明設備修繕 玉野市　槌ケ原　地内

令和４年９月１３日

午前９時

業　者　名
入札金額（消費税相当額抜き）

備考
第１回

藤川電気(株) 1,200,000

(有)武下電工社 1,180,000

(株)中電工 1,100,000

(株)芝岡 1,450,000

花岡電機(株) 2,595,000

三井造船特機エンジニアリン
グ(株)

1,300,000

決　定　価　格 1,100,000 円× ＝ 1,210,000

（うち消費税分

納 入 期 限 令和5年3月31日

契約保証金 玉野市財務規則による。

円



110
100

223,000 円）

入札業者名簿・入札経過及び入札結果表

所属名　市民生活部環境保全課

修繕（業務）・件名 修繕（業務）場所 入札（予定）年月日

排ガス分析計修繕 玉野市　槌ケ原　地内
令和４年１１月１１日

午前９時３０分

業　者　名
入札金額（消費税相当額抜き）

備考
第１回 第２回

環境計測（株） 2,230,000 落札

計測システム（株） 辞退

（株）兵庫分析センター 2,400,000

決　定　価　格 2,230,000 円× ＝ 2,453,000 円

（うち消費税分

納 入 期 限 令和５年３月３１日

契約保証金 玉野市財務規則による。



110
100

38,000 円）

辞退㈱離宮庭苑

入札業者名簿・入札経過及び入札結果表

所属名　市民生活部環境保全課

修繕（業務）・件名 修繕（業務）場所 入札（予定）年月日

不法投棄禁止啓発看板撤去工
事

　　玉野市渋川、田井、滝
地内

令和４年１１月２９日

午前１０時

業　者　名
入札金額（消費税相当額抜き）

備考
第１回 第２回

玉野土建㈱ 460,000

㈱瀬戸中央建設 460,000

㈲黒口組 460,000

㈱苅田組 380,000 落札

㈱リライフ 460,000

㈱イツワ建設 辞退

㈱合田建設 460,000

㈱ナイカイアーキット 460,000

決　定　価　格 380,000 円× ＝ 418,000 円

（うち消費税分

納 入 期 限 令和５年１月３１日

契約保証金 玉野市財務規則による。


