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令和3年3月16日 落合総合センター自家用工作物保安管理業務 \2,450,000円 一般財団法人中国電気保安協会津山営業所

令和3年3月16日 真庭市蒜山振興局自家用電気工作物保安管理業務 \1,069,900円 一般財団法人中国電気保安協会津山営業所

令和3年3月16日 真庭市役所本庁舎バイオマスボイラー設備機器等点検業務 \23,600,000円 株式会社巴商会岡山営業所

令和3年3月16日 真庭市役所本庁舎・久世公民館・保健福祉会館自家用電気工作物保安管理業務 \3,940,900円 一般財団法人中国電気保安協会津山営業所

令和3年3月16日 真庭市役所本庁舎構内電話交換機保守点検業務 \696,000円 コムパス株式会社

令和3年3月16日 天津・美甘・東部第３簡易水道・勝山地区浄水設備等保守点検業務 \3,750,000円 理水化学　株式会社大阪支店

令和3年3月16日 真庭市水道施設水質検査業務 \65,014,500円 公益財団法人岡山県健康づくり財団

令和3年3月16日 美甘簡易水道・飲料水供給施設薬剤注入設備等保守点検業務 \1,881,000円 株式会社オーヤラックス　岡山営業所

令和3年3月16日 上水落合・天津地区水道施設薬剤注入設備等保守点検業務 \990,000円 株式会社　川本

令和3年3月16日 上水落合・天津地区水道施設浄水設備等保守点検業務 \2,490,000円 株式会社　川本

令和3年3月16日 落合・勝山・北房地区水道施設電気計装設備保守点検業務 \21,951,000円 ミツワ電設　株式会社

令和3年3月16日 久世・落合・湯原・蒜山・美甘地区水道施設電気計装設備等保守点検業務 \31,800,000円
アズビル株式会社
アドバンスオートメーションカンパニー関西支社

令和3年3月16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 ¥400円/10kg 有限会社　山陰クリエート

令和3年3月16日 ダイオキシン類等測定分析業務 \2,070,000円 株式会社　日本総合科学岡山支所

令和3年3月16日 国民健康保険特定健康診査未受診者対策業務 \2,970,000円 株式会社現代けんこう出版

令和3年3月16日 学校給食調理施設自家用電気工作物保安管理業務 \2,028,900円 一般財団法人中国電気保安協会津山営業所

令和3年3月16日 中学校自家用電気工作物保安管理業務 \5,882,250円 一般財団法人中国電気保安協会津山営業所

令和3年3月16日 小学校自家用電気工作物保安管理業務 \13,936,600円 一般財団法人中国電気保安協会津山営業所

令和3年3月16日 使用済小型電子機器等引取業務 ¥180円/10kg 株式会社イー・アール・ジャパン

令和3年3月16日 真庭市ガレキ処分場関連地下水及び河川水水質調査業務 \1,400,000円 株式会社　エヌ・イーサポート岡山支店

令和3年3月16日 木山小学校スクールタクシー運行業務 ¥7,600円/登下校便 有限会社エンゼルサービス

令和3年3月16日 美川小学校スクールタクシー運行業務 ¥5,100円/登下校便 有限会社　落合タクシー

令和3年3月16日 教職員用グループウエアシステム利用業務 \2,552,160円 株式会社ランネット

令和3年3月16日 真庭市小中学校ICT活用支援業務 \8,349,600円 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ中国支店岡山営業所

令和3年3月16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 \1,383,900円 医療法人　岡山クリニック

令和3年3月16日 全窒素全りんＣＯＤ自動測定装置保守管理業務 - 不調

令和3年3月16日 旭川付着藻類調査業務 \500,000円 公益財団法人岡山県健康づくり財団

令和3年3月16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 \3,050,000円 株式会社　川本

令和3年3月16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 \4,540,000円 株式会社　川本

令和3年3月16日 真庭市内浄化センター水質等検査業務 \12,500,000円 株式会社　エヌ・イーサポート岡山支店

令和3年3月16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3年3月16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
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令和3年3月16日 旭水苑　受入槽ほか清掃業務 ¥36,000円/t 株式会社　ヴァイオス

令和3年3月16日 東京2020オリンピック聖火リレー真庭市関連業務 \1,100,000円 極東リース株式会社真庭営業所

令和3年3月16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 ¥420円/10kg 有限会社　山陰クリエート

令和3年3月16日 浸出水処理施設保守点検業務 \1,330,000円 浅野アタカ株式会社広島支店

令和3年3月16日 畳・布団類等再商品化業務 ¥290円/10kg 三光株式会社

令和3年3月16日 クリーンセンターまにわ煤煙等測定分析業務 \1,449,000円 株式会社　エヌ・イーサポート岡山支店

令和3年3月12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 ¥223円/m 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ中国支店岡山営業所

令和3年3月12日 中央図書館建築物環境衛生管理及び清掃業務 \3,907,800円 有限会社　細井

令和3年3月12日 美甘振興局庁舎清掃業務 \870,000円 株式会社　歩エンジニアリング

令和3年3月12日 勝山文化センター大型空調設備保守点検業務 \1,510,000円 株式会社　ガット

令和3年3月12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 \3,752,000円 有限会社真庭ビル管理

令和3年3月12日 落合総合センター建築物環境衛生管理及び清掃業務 \4,110,000円 有限会社　中央ビル管理

令和3年3月12日 北房文化センター清掃等業務 - 不調

令和3年3月12日 真庭市北房振興局庁舎清掃業務 \1,654,500円 有限会社クリーン企画

令和3年3月12日 クリーンセンターまにわ施設清掃業務 \948,220円 有限会社クリーン企画

令和3年3月12日 旭水苑　庭園植木芝生　保守業務 \800,000円 株式会社　八光

令和3年3月12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3年3月12日 真庭市広報紙印刷業務 \577,200円 株式会社二鶴堂

令和3年3月12日 本庁舎建築物環境衛生管理及び清掃業務 \5,160,000円 株式会社ケイエクス

令和3年3月12日 真庭市議会広報紙作成業務 \21,900円 富岡印刷株式会社

令和3年3月4日 コミュニティバス運行業務　枝線中曽関金（Ｋ２） \21,723,000円 蒜山運送株式会社

令和3年3月4日 コミュニティバス運行業務　枝線二川バスストップ（L） \8,622,000円 株式会社　アストピア蒜山

令和3年3月4日 コミュニティバス運行業務　枝線中和（Ｊ） \23,347,000円 中鉄美作バス株式会社

令和3年3月4日 コミュニティバス運行業務　枝線湯原（Ｉ２） \10,800,000円 有限会社　フクモトタクシー

令和3年3月4日 コミュニティバス運行業務　枝線勝山（Ｇ） \20,760,000円 有限会社　フクモトタクシー

令和3年3月4日 コミュニティバス運行業務　枝線八束、川上（Ｋ１） \11,250,000円 蒜山運送株式会社

令和3年3月4日 コミュニティバス運行業務　枝線久世（Ｆ） \23,193,000円 中鉄美作バス株式会社

令和3年3月4日 コミュニティバス運行業務　枝線北房（Ｄ） \10,150,000円 有限会社　北房観光

令和3年2月25日 足温泉館エアコン室外機取替修繕 \1,660,000円 株式会社　三協商建 

令和3年2月5日 コミュニティバス運行業務　枝線二川バスストップ（L） - 応札なし

令和3年2月5日 コミュニティバス運行業務　枝線中曽関金（Ｋ２） - 不調

令和3年2月5日 コミュニティバス運行業務　枝線八束、川上（Ｋ１） - 不調
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令和3年2月5日 コミュニティバス運行業務　枝線中和（Ｊ） - 不調

令和3年2月5日 コミュニティバス運行業務　枝線湯原（Ｉ２） - 不調

令和3年2月5日 コミュニティバス運行業務　枝線上福田湯原（Ｉ１） \21,843,000円 有限会社　フクモトタクシー

令和3年2月5日 コミュニティバス運行業務　枝線美甘（Ｈ） \11,160,000円 有限会社　フクモトタクシー

令和3年2月5日 コミュニティバス運行業務　枝線勝山（Ｇ） - 不調

令和3年2月5日 コミュニティバス運行業務　枝線久世（Ｆ） - 不調

令和3年2月5日 コミュニティバス運行業務　枝線落合（Ｅ） \24,012,000円 有限会社　エンゼルサービス

令和3年2月5日 コミュニティバス運行業務　枝線北房（Ｄ） - 不調

令和3年2月4日 生ごみ収集運搬業務 \11,964,400円 有限会社　エコライフ商友

令和3年2月4日 真庭市長市議会議員選挙公営ポスター掲示場作製等業務 \10,680,000円 関西創美社

令和3年2月2日 北房地域史跡誘導看板整備業務 \2,360,000円 関西創美社

令和2年12月15日 庁内無線LAN環境更改事業 \9,350,000円 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 岡山支店

令和2年12月11日 勝山のお雛まつり（Ｂ地区）車両誘導等警備業務 - 不調

令和2年12月11日 勝山のお雛まつり（Ａ地区）車両誘導等警備業務 - 不調

令和2年11月27日 落合地区水質計器保守点検業務 - 1者応札につき不成立

令和2年11月27日 真庭市小中学校ICT活用支援業務 \2,983,200円 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ 中国支店岡山営業所

令和2年11月17日 市有林除伐等業務 \5,000,000円 真庭森林組合 

令和2年11月17日 落合地区水質計器保守点検業務 - 不調

令和2年11月17日 真庭市小中学校ICT活用支援業務 - 1者応札につき不成立

令和2年11月5日 真庭市学校用インターネット回線整備業務 \2,550,000円 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国　岡山支店

令和2年11月5日 不動産鑑定評価業務（旧上水田小学校） \349,000円 株式会社　きびコンサルタント

令和2年10月20日
湯原保健福祉センター（特養やすらぎ）廊下エアコン取替工
事

\630,000円 株式会社　大和建設 

令和2年10月20日 落合体育館アリーナ清掃業務 \122,880円 有限会社　細井 

令和2年10月20日 真庭市行政情報ネットワーク機器更改業務 \3,800,000円 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 岡山支店

令和2年10月20日 市有林（三世七原工区）植栽業務 \4,100,000円 真庭森林組合 

令和2年10月20日 市有林（樫西工区）搬出間伐業務 \13,250,000円 真庭森林組合 

令和2年10月9日 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）関連機器更新業務 \520,000円 コムパス株式会社 

令和2年10月9日 市有林（三世七原工区）植栽業務 - 不調

令和2年9月24日 北房地区簡易水道量水器交換業務 \725,500円 瀬戸農機　株式会社 

令和2年9月24日 久世トンネル桜防除業務 \550,000円 株式会社　八光 

令和2年9月24日 市有林（余野下工区）搬出間伐業務 \6,200,000円 株式会社フォレストこいで 

令和2年9月24日 市有林（余野上工区）搬出間伐業務 \9,500,000円 真庭森林組合 
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令和2年9月24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2年9月24日 勝山運動公園周辺草刈業務 － 不調

令和2年9月15日 真庭市自主放送設備更改業務 \16,000,000円 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 岡山支店

令和2年9月8日 真庭市自主放送設備更改業務 － 不調

令和2年9月1日 岡山県知事選挙公営ポスター掲示場作成等業務 \2,549,900円 関西創美社 

令和2年8月25日 勝山簡易水道量水器交換業務 \416,900円 有限会社　仲山設備

令和2年8月25日 上水道勝山量水器交換業務 \729,000円 有限会社　仲山設備

令和2年8月25日 上水道久世（2工区）量水器交換業務 \683,300円 有限会社　タカタ配管工業

令和2年8月25日 上水道久世（1工区）量水器交換業務 \673,700円 株式会社　高島屋建井商店

令和2年8月25日 落合地域（２工区）水道量水器交換業務 \620,000円 杉本設備

令和2年8月25日 落合地域（１工区）水道量水器交換業務 \860,000円 杉本設備

令和2年8月25日 蒜山簡易水道事業区域内量水器交換業務 \871,550円 有限会社　池田管工事設備

令和2年8月25日 市有林（延風工区）搬出間伐業務 \16,920,000円 株式会社　三謳

令和2年8月25日 市有林（美甘工区）搬出間伐業務 \14,990,000円 有限会社　寿園

令和2年8月25日 市有林（本庄工区）搬出間伐業務 \3,700,000円 有限会社　古谷木材

令和2年8月25日 市有林（福谷工区）搬出間伐業務 \5,900,000円 株式会社　真庭技建

令和2年8月6日 市道飯ノ山線ほか除草業務 \620,000円 株式会社　三壽工業所

令和2年8月6日 八束老人福祉センターオイルサービスタンク取替工事 - 不調

令和2年8月4日 勝山保健福祉センター清掃業務 \373,000円 株式会社　歩エンジニアリング 

令和2年8月4日 北房おためし住宅内装修繕工事 \1,210,000円 ワイテック工業　株式会社 

令和2年7月22日 北房おためし住宅内装修繕工事 － 不調

令和2年7月21日 真庭産業団地用地管理業務 \3,930,000円 竹藤建設　株式会社

令和2年7月21日 市有林(清谷工区)搬出間伐業務 \15,790,000円 有限会社寿園

令和2年7月3日 市道下湯原社口線ほか除草業務 \530,000円 有限会社横辺工務店

令和2年7月3日 市道湯本線除草業務 \650,000円 有限会社横辺工務店

令和2年7月3日 市道下市瀬下方線除草業務 \605,000円 有限会社　村田建設

令和2年7月3日 市道神ノ毛一丁沢線除草業務 \816,000円 有限会社　村田建設

令和2年7月3日 市道西河内神ノ毛線除草業務 \890,000円 有限会社　中川建材

令和2年7月3日 学校遊具点検業務 \927,500円 さんもく工業株式会社 

令和2年6月30日 真庭市地籍調査事業支援システム更新業務 \11,166,000円 日進測量株式会社 

令和2年6月25日 広域基幹林道作備線道路除草業務 \650,000円 有限会社　西尾重機

令和2年6月25日 広域基幹林道作西線道路除草業務 \1,520,000円 株式会社青木建設
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令和2年6月25日 広域農道木山街道（勝山工区）道路除草業務 \1,250,000円 有限会社　古瀬工務店

令和2年6月25日 市道福谷線ほか道路除草業務 \610,000円 株式会社　三木工務店

令和2年6月25日 市道中村草野線（３工区）道路除草業務 \1,020,000円 有限会社柴田工務店

令和2年6月25日 市道中村草野線（１・２工区）道路除草業務 \1,120,000円 有限会社柴田工務店

令和2年6月25日 市道見尾神庭線道路除草業務 \1,500,000円 株式会社青木建設

令和2年6月25日 市道六万坊線ほか道路除草業務 \680,000円 有限会社　古瀬工務店

令和2年6月25日 市道神代福谷線道路除草業務 \1,500,000円 株式会社　三木工務店

令和2年6月25日 市道水乢線ほか道路除草業務 \750,000円 有限会社青木工業所

令和2年6月25日 櫃ヶ山・星山間縦走路及び湯原温泉スポーツ公園周辺刈払業務 － 1者応札につき不成立

令和2年6月25日 市有林下刈業務 \7,744,000円 真庭森林組合

令和2年6月25日 北部地区中学校清掃業務 \1,832,360円 有限会社クリーン企画 

令和2年6月25日 南部地区中学校清掃業務 \2,608,729円 有限会社　中央ビル管理 

令和2年6月25日 湯原・蒜山地区小学校清掃業務 \2,186,490円 有限会社クリーン企画

令和2年6月25日 北房・勝山・美甘地区小学校清掃業務 \1,751,200円 有限会社真庭ビル管理

令和2年6月25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2年6月25日 落合地区小学校清掃業務 \1,813,900円 有限会社　細井

令和2年6月25日 真庭市テレワーク実証運用環境構築業務 \1,460,000円 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 岡山支店

令和2年6月25日 真庭市河川等水質測定業務 \1,100,000円 株式会社エクスラン・テクニカル・センター

令和2年6月25日 まにわくん（北房久世ルート）バス停標柱更新業務 \1,610,000円 光栄広告社 

令和2年6月23日 森林基幹林道作西線除草業務 \1,650,000円 株式会社　大和建設

令和2年6月23日 市道ホーソ坂線除草業務 \1,000,000円 古林建設株式会社

令和2年6月23日 市道二川郷原線除草業務 \1,200,000円 株式会社　ウエモト組

令和2年6月23日 市道大谷線ほか除草業務 \830,000円 植田建設有限会社

令和2年6月23日 農免農道湯原線除草業務 \1,000,000円 有限会社横辺工務店

令和2年6月9日 蒜山郷土博物館及び蒜山古代体験の森屋外草刈等業務 － 1者応札につき不成立

令和2年5月29日 南部地区小中学校消防用設備等点検業務 \698,000円 株式会社　ガット 

令和2年5月29日 北部地区小中学校消防用設備等点検業務 \565,000円 株式会社　ガット 

令和2年5月29日 自動車騒音常時監視業務 \979,000円 アセス　株式会社 真庭営業所

令和2年5月29日 蒜山郷土博物館及び蒜山古代体験の森屋外草刈等業務 － 不調

令和2年5月29日 自然公園施設（登山道）刈払い業務 － 1者応札につき不成立

令和2年5月19日 真庭市ガレキ処分場関連地下水及び河川水水質調査業務 \1,190,000円 株式会社　エヌ・イーサポート　岡山支店

令和2年5月19日 真庭北部クリーンセンター点検清掃業務 \3,750,000円 内海プラント株式会社　
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令和2年5月19日 真庭市本庁舎植栽等管理業務 \1,280,000円 株式会社　菱川グリーン

令和2年5月19日 焼却施設　煙道排ガス計測器保守点検業務 － 1者応札につき不成立

令和2年5月19日 城山森林公園下刈業務 \417,000円 森林業

令和2年5月19日 星山登山道及び縦走路刈払い業務 \718,000円 真庭森林組合

令和2年5月8日 北房ほたる公園緑化管理業務 \660,000円 有限会社北房園

令和2年5月8日 旭水苑　庭園植木芝生　保守業務 \800,000円 株式会社　八光

令和2年5月8日 真庭市ガレキ処分場関連地下水及び河川水水質調査業務 － 不落

令和2年5月8日 焼却炉・処分場ダイオキシン類測定分析業務 \1,750,000円 中外テクノス株式会社　岡山営業所

令和2年5月8日 焼却施設　煙道排ガス計測器保守点検業務 － 不落

令和2年4月7日 真庭市雨量監視装置システム雨量計取替業務 \5,330,000円 ワイテック工業　株式会社

令和2年4月7日 バイオ液肥及び土壌の分析業務 \2,162,000円 中外テクノス株式会社　岡山営業所

6


