見積徴収日
又は入札日

件名

落札業者

落札金額(税抜き）

令和2年3月31日

旭川付着藻類調査業務

¥500,000円 公益社団法人岡山県健康づくり財団

令和2年3月30日

真庭市北房振興局庁舎清掃業務

令和2年3月25日

美川小学校スクールタクシー運行業務

－ 一者応札のため不成立

令和2年3月25日

神庭の滝自然公園駐車場車両誘導等警備
業務

－ 一者応札のため不成立

令和2年3月25日

浸出水処理施設保守点検業務

－ 一者応札のため不成立

令和2年3月25日

旭川付着藻類調査業務

－ 不調

令和2年3月25日

真庭ひかりネットワーク及び真庭広域ネット
ワーク臨時保守業務

令和2年3月25日

真庭市立小学校・中学校・保育園・こども
園・幼稚園における尿検査業務

令和2年3月25日

真庭市学校・園給食従事者腸内細菌検査
業務

令和2年3月25日

勝山文化センター大型空調設備保守点検
業務

令和2年3月25日

真庭市北房防災行政無線設備保守点検委
託業務

令和2年3月25日

上水田・山田地区農業集落排水処理施設
電気・機械器具管理業務

¥2,120,000円 株式会社 川本

令和2年3月25日

下呰部・宮地地区農業集落排水処理施設
電気・機械器具管理業務

¥3,100,000円 株式会社 川本

令和2年3月25日

鹿田・美川地区農業集落排水処理施設電
気・機械器具管理業務

¥3,200,000円 岡山機設株式会社

令和2年3月25日

第８期真庭市高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画策定業務

¥2,700,000円 株式会社 ぎょうせい中国支社

令和2年3月25日

旭水苑 水質検査重金属測定業務

¥1,696,000円 西日本環境測定株式会社

令和2年3月25日

クリーンセンターまにわ煤煙等測定分析業
務

¥1,430,000円 株式会社エクスラン・テクニカル・センター

令和2年3月25日

真庭市広報紙印刷業務

令和2年3月25日

真庭市議会広報紙作成業務

令和2年3月24日

北房小学校・北房こども園空調設備保守点
検業務

－ 一者応札のため不成立

令和2年3月24日

落合振興局構内電話交換機保守点検業務

－ 一者応札のため不成立

令和2年3月24日

生活保護レセプト管理クラウドサービス利
用業務

－ 一者応札のため不成立

令和2年3月24日

生活保護システム保守管理業務

－ 一者応札のため不成立

令和2年3月24日

障害福祉業務請求審査システム利用業務

－ 一者応札のため不成立

令和2年3月23日

クリーンセンターまにわプラスチック類再商
品化業務

－ 一者応札のため不成立

令和2年3月23日

畳・布団類等再商品化業務

－ 一者応札のため不成立

令和2年3月23日

真庭北部クリーンセンタープラスチック類再
商品化業務

－ 一者応札のため不成立

令和2年3月23日

真庭市北房振興局庁舎清掃業務

－ 不調

令和2年3月23日

中央図書館建築物環境衛生管理及び清掃
業務

¥1,594,500円 有限会社クリーン企画

¥219円 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ 中国支店岡山営業所
¥1,464,000円 医療法人 岡山クリニック
¥350円 株式会社岡山医学検査センター
¥1,510,000円 株式会社 ガット
¥828,480円 ＯＫＩクロステック株式会社中国支社 岡山支店

¥567,200円 株式会社二鶴堂
¥21,880円 富岡印刷株式会社

¥3,855,800円 有限会社 細井
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見積徴収日
又は入札日

件名

落札業者

落札金額(税抜き）

令和2年3月23日

美甘振興局庁舎清掃業務

¥868,000円 株式会社 歩エンジニアリング

令和2年3月23日

勝山文化センター建築物環境衛生管理及
び清掃等業務

¥3,750,000円 有限会社真庭ビル管理

令和2年3月23日

落合総合センター建築物環境衛生管理及
び清掃業務

¥4,034,500円 有限会社 中央ビル管理

令和2年3月23日

北房文化センター清掃等業務

¥1,676,332円 有限会社クリーン企画

令和2年3月23日

全窒素全りんＣＯＤ自動測定装置保守管理
業務

¥4,450,000円 田中機電工業 株式会社

令和2年3月23日

真庭市内浄化センター水質等検査業務

令和2年3月23日

緩速ろ過池ろ過砂洗浄業務

¥20,000円 株式会社 中国パラテックス

令和2年3月23日

旭水苑 貯留槽受入槽清掃業務

¥36,000円 株式会社 ヴァイオス

令和2年3月23日

クリーンセンターまにわ施設清掃業務

令和2年3月23日

ダイオキシン類等測定分析業務

¥2,040,000円 株式会社 日本総合科学岡山支所

令和2年3月23日

本庁舎建築物環境衛生管理及び清掃業務

¥4,860,000円 株式会社ケイエクス

令和2年2月6日

真庭市一般家庭ごみ（北部地区）収集運搬
業務

¥46,500,000円 真庭環境衛生管理株式会社

令和2年2月6日

真庭市一般家庭ごみ（勝山地区）収集運搬
業務

¥28,899,000円 有限会社エコライフ商友

令和2年2月6日

真庭市一般家庭ごみ（久世地区）収集運搬
業務

¥29,836,000円 有限会社エコライフ商友

令和2年2月6日

真庭市一般家庭ごみ（落合地区）収集運搬
業務

¥34,500,000円 谷口建設 株式会社

令和2年2月6日

真庭市一般家庭ごみ（北房地区）収集運搬
業務

令和2年2月6日

生ごみ収集運搬業務

令和2年1月31日

宮芝グラウンド照明設備修繕工事

¥1,600,000円 山縣電機工業株式会社

令和2年1月7日

勝山運動公園野球場及び芝生広場メンテ
ナンス業務

¥1,638,000円 株式会社 菱川グリーン

¥11,900,000円 株式会社 エヌ・イーサポート岡山支店

¥948,220円 有限会社クリーン企画

¥8,500,000円 株式会社十字屋
¥11,926,500円 有限会社エコライフ商友

令和元年12月1７日 中和保健センターあじさい排煙窓修繕工事

¥930,000円 有限会社 小椋工務店

令和元年12月12日 真庭市内部管理系サーバ再構築業務
令和元年12月12日

勝山のお雛まつり（Ａ地区）車両誘導等警
備業務

令和元年12月12日

勝山のお雛まつり（Ｂ地区）車両誘導等警
備業務

－ 一者応札のため不成立
－ 一者応札のため不成立
¥550,000円 株式会社ライフ警備

令和元年12月3日 落合地区水質計器保守点検業務

¥1,000,000円 横河ソリューションサービス株式会社関西支社

令和元年12月3日 真庭市液肥活用推進業務

¥1,559,000円 株式会社地域計画建築研究所

令和元年11月15日

勝山保健福祉センターガスヒートポンプエア
コン点検業務

－ 一者応札のため不成立

令和元年11月15日 湯原分署電話交換機移設業務

－ 一者応札のため不成立

令和元年11月15日 湯原分署ネットワーク環境整備業務
令和元年11月15日

¥4,416,000円 西日本電信電話株式会社岡山支店

湯原スポーツ公園自動火災報知設備移設
修繕工事

¥670,000円 有限会社 真庭消防設備
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見積徴収日
又は入札日
令和元年11月15日

件名
真庭市シンクライアントシステム等再構築
業務

¥7,740,000円 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国岡山支店

令和元年11月6日 市有林除伐等業務
令和元年11月6日

¥835,000円 真庭森林組合

真庭市湯原振興局移転に伴うネットワーク
環境整備業務

¥11,800,000円 西日本電信電話株式会社 岡山支店

令和元年10月29日 真庭産業団地（２工区）用地管理業務

¥3,969,000円 竹藤建設 株式会社

令和元年10月10日 市有林（三世七原工区）植栽業務

¥11,000,000円 真庭森林組合

令和元年10月10日 市有林（余野上工区）搬出間伐業務

¥2,760,000円 真庭森林組合

令和元年10月10日 市有林（余野下２工区）搬出間伐業務
令和元年10月10日

落札業者

落札金額(税抜き）

¥18,900,000円 真庭森林組合

真庭市地域情報化施設ケーブルテレビ局
スタジオ設備更改業務

¥12,600,000円

令和元年10月8日 久世管内防災行政無線保守点検業務

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社中国社

¥564,000円 山陽通信機株式会社

令和元年9月18日 広域農道奥吉備街道除草業務

－ 応札なしのため不成立

令和元年9月5日

湯原簡易水道量水器交換業務

－ 一者応札のため不成立

令和元年8月30日

勝山堆肥センター サークルコンポ撹拌部
修繕工事

－ 一者応札のため不成立

令和元年8月30日

真庭市学校・園給食従事者ノロウィルス検
査業務

¥2,500円 株式会社岡山医学検査センター

令和元年8月30日 内海配水池内部点検清掃業務

¥1,500,000円 株式会社 中国パラテックス

令和元年8月30日 蒜山上福田地区外量水器交換業務

¥890,200円 森田電器

令和元年8月30日 勝山運動公園周辺草刈業務

¥448,000円 森林業

令和元年8月30日 落合地域水道量水器交換業務

¥715,600円 おかだ設備

令和元年8月30日 勝山簡易水道量水器交換業務

¥630,000円 田中実業株式会社 真庭営業所

令和元年8月30日 上水道久世2工区量水器交換業務

¥753,700円 有限会社 タカタ配管工業

令和元年8月30日 上水道久世1工区量水器交換業務

¥688,000円 有限会社 村岡商店

令和元年8月30日 上水道勝山量水器交換業務

¥670,000円 田中実業株式会社 真庭営業所

令和元年8月30日 真庭市行政情報ネットワーク再構築業務
令和元年8月30日

¥14,150,000円 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国岡山支店

真庭市地域情報化施設サブセンター送信
設備等更改業務

¥17,190,000円 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国岡山支店

令和元年8月27日 市有林（美甘工区）搬出間伐業務

¥22,477,600円 有限会社寿園

令和元年8月27日 市有林（鉄山工区）搬出間伐業務

¥22,500,000円 株式会社シバタ林業

令和元年8月27日 市有林（蒜山東茅部工区）搬出間伐業務

¥15,800,000円 真庭森林組合

令和元年8月27日 市有林（蒜山本茅部工区）搬出間伐業務

¥12,470,000円 真庭森林組合

令和元年8月6日

北房おためし住宅内装修繕工事

令和元年7月19日

真庭市蒜山堆肥センター高圧気中負荷開
閉器更新・接地改修工事

¥1,648,000円 ワイテック工業 株式会社
¥500,000円 有限会社 フタワカ電気工事
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見積徴収日
又は入札日

件名

落札業者

落札金額(税抜き）

令和元年7月19日 真庭産業団地用地管理業務

¥5,121,000円 株式会社平田建設

令和元年7月19日 広域農道奥吉備街道ほか除草業務

－ 応札なしのため不成立

令和元年7月11日 学校遊具点検業務

¥906,000円 さんもく工業 株式会社

令和元年7月9日

農免農道湯原線除草業務

¥980,000円 有限会社横辺工務店

令和元年7月9日

市道二川郷原線除草業務

¥1,180,000円 株式会社 ウエモト組

令和元年7月9日

市道大谷線ほか除草業務

¥800,000円 植田建設有限会社

令和元年7月9日

市道ホーソ坂線除草業務

¥970,000円 古林建設株式会社

令和元年7月9日

市道西河内神ノ毛除草業務

¥980,000円 池田農機 株式会社

令和元年7月9日

市道神ノ毛一丁沢線除草業務

¥900,000円 喜多建設 株式会社

令和元年7月9日

市道下市瀬下方線除草業務

¥1,300,000円 谷口建設 株式会社

令和元年7月4日

落合総合公園わんぱく広場遊具修繕工事

¥1,135,000円 さんもく工業 株式会社

令和元年7月4日

蒜山郷土博物館及び蒜山古代体験の森屋
外清掃業務

¥1,189,000円 企業組合 蒜山緑地産業

令和元年6月27日 北部地区中学校清掃業務

¥1,770,000円 株式会社ガット・ウェル

令和元年6月27日 南部地区中学校清掃業務

¥2,525,740円 有限会社 中央ビル管理

令和元年6月27日 湯原・蒜山地区小学校清掃業務

¥2,130,000円 株式会社ガット・ウェル

令和元年6月27日 北房・勝山・美甘地区小学校清掃業務

¥1,660,486円 有限会社クリーン企画

令和元年6月27日 久世地区小学校清掃業務

¥3,000,000円 株式会社 歩エンジニアリング

令和元年6月27日 落合地区小学校清掃業務

¥1,724,890円 有限会社 細井

令和元年6月27日 焼却施設 煙突清掃点検業務

¥2,490,000円 三広工業株式会社

令和元年6月27日 自動車騒音常時監視業務

¥1,050,000円 アセス 株式会社真庭営業所

令和元年6月25日

蒜山郷土博物館及び蒜山古代体験の森屋
外清掃業務

－ 一者応札のため不成立

令和元年6月25日 自然公園（登山道）刈払い業務
令和元年6月25日

－ 応札なしのため不成立

下湯原温泉湖畔広場・やんちゃき広場芝等
管理業務

¥490,000円 辻造園
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