見積徴収日
又は入札日

落札金額
（税抜）

件名

落札業者

令和4年1月14日

真庭市立学校不要理科薬品等廃棄業務

¥657,107円 日本産業廃棄物処理株式会社

令和4年1月14日

生活保護システムクラウドサービス初期構築業務

¥4,650,000円 北日本コンピューターサービス株式会社

令和4年1月13日

旧二川小学校消防設備改修

¥1,160,000円 有限会社 オオタ電業

令和4年1月13日

北房なかつい陣屋玄関建具改修

¥1,566,000円 有限会社高野建設

令和3年12月28日 二川おためし住宅修繕

¥800,000円 株式会社 大和建設

令和3年12月23日 真庭市行政情報ネットワーク機器更改業務

¥2,000,000円 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 岡山支店

令和3年12月23日 特定健診結果個別情報冊子作成業務

¥1,535,000円 株式会社現代けんこう出版

令和3年12月21日 北房運動公園野球場高圧受変電設備修繕

－ 不調

令和3年12月21日 真庭市本庁舎自家発電機バッテリー交換

¥1,980,000円 梶岡建設株式会社

令和3年12月21日 普通河川法蓮谷川浚渫業務
令和3年12月7日

¥900,000円 株式会社 ウエモト組
－ 不調

二川おためし住宅修繕

令和3年11月25日 真庭市議会タブレット端末更新及び通信サービス利用業務
令和3年11月24日 勝山保健福祉センター清掃業務

¥372,000円 株式会社 歩エンジニアリング

令和3年11月16日 廃乾電池等処理業務

\800円／10kg 野村興産株式会社 関西営業所

令和3年11月16日 真庭産業団地（２工区）用地管理業務

¥2,782,000円 有限会社金子建設

令和3年10月27日 市有林（美甘２工区）搬出間伐業務

－ 応札なし

令和3年10月27日 地方公務員法の定年延長に伴う新制度支援業務
令和3年10月27日

¥1,900,000円 株式会社ぎょうせい 中国支社

湯原保健福祉センター（特養やすらぎ）廊下エアコン取替修
繕

令和3年10月27日 湯原クライミングセンター2階ボルタリング室照明修繕
令和3年10月27日 真庭市本庁舎中央監視用パネル型コンピュータ交換修繕
令和3年10月21日

\136,500円／月 株式会社ＮＴＴドコモ 中国支社 岡山支店

真庭市地域情報化施設自主放送設備の一部更改及び部品
更新業務

¥2,700,000円 株式会社 大和建設
－ 応札なし
¥882,000円 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社 中国・四国支店
¥12,600,000円

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 西日本社

令和3年10月14日 市有林（清谷工区）搬出間伐業務

¥5,295,400円 有限会社寿園

令和3年10月14日 市有林（江川工区）搬出間伐業務

¥6,550,000円 真庭森林組合

令和3年10月14日 市有林（美甘２工区）搬出間伐業務

－ 不調

令和3年10月14日 落合地区水質計器保守点検業務

¥2,700,000円 横河ソリューションサービス株式会社 関西支社

令和3年10月4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／件 株式会社岡山医学検査センター

令和3年10月4日

まにわくん（新庄・久世ルート）バス停標柱更新業務

¥1,396,500円 サカケンプラス株式会社

令和3年10月4日

国民健康保険特定保健指導未利用勧奨業務

令和3年10月4日

蒜山の茅活用魅力発信業務

¥2,633,400円 一般社団法人 日本茅葺き文化協会

令和3年9月30日

情報メディアに関する調査業務

¥1,090,000円 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 中国支社

¥600,000円 特定非営利活動法人 元気寿命を創造する会
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又は入札日

件名

落札金額
（税抜）

令和3年9月30日

蒜山自然再生協議会設立及び実施計画策定事業実施業務

¥3,800,000円 パシフィックコンサルタンツ株式会社 岡山事務所

令和3年9月30日

北房おためし住宅内装修繕

¥1,550,000円 ワイテック工業 株式会社

令和3年9月30日

市有林（蒜山本茅部工区）搬出間伐業務

令和3年9月30日

市有林（美甘１工区）搬出間伐業務

¥2,290,000円 株式会社 真庭技建

令和3年9月30日

市有林（美甘４工区）搬出間伐業務

¥9,600,000円 真庭森林組合

令和3年9月29日

風の家トップライト防水修繕

令和3年9月29日

湯原クライミングセンター2階ボルタリング室照明修繕

令和3年9月27日

真庭版ＳＤＧｓスタートブック作成業務

令和3年9月15日

真庭市地域情報化施設自主放送設備の一部更改及び部品
更新業務

－ 応札なし

令和3年9月15日

蒜山自然再生協議会設立及び実施計画策定事業実施業務

－ 不調

令和3年9月10日

衆議院小選挙区選出議員選挙公営ポスター掲示場作製等
業務

¥3,276,000円 サンエー美工有限会社

令和3年9月7日

落合(1工区 上水)量水器交換業務

¥1,030,000円 杉本設備

令和3年9月7日

落合(2工区 上水・簡水)量水器交換業務

¥780,000円 杉本設備

令和3年9月7日

久世(1工区 上水)量水器交換業務

¥745,200円 楢木建材 有限会社

令和3年9月7日

久世(2工区 上水)量水器交換業務

¥656,700円 楢木建材 有限会社

令和3年9月7日

勝山(1工区 上水)量水器交換業務

¥1,002,600円 有限会社仲山設備

令和3年9月7日

勝山(2工区 簡水)量水器交換業務

¥445,800円 有限会社仲山設備

令和3年8月20日

「蒜山戦争遺跡群」調査記録業務

¥2,702,600円 一般社団法人岡山県建築士会

令和3年8月20日

広域農道奥吉備街道除草業務

¥1,870,000円 志田工業株式会社

令和3年8月6日

蒜山簡易水道事業区域内量水器交換業務

令和3年7月29日

市有林（美甘３工区）搬出間伐業務

令和3年7月26日

久世トンネル桜維持管理業務

令和3年7月13日

市道飯ノ山線ほか除草業務

令和3年7月13日

広域農道奥吉備街道ほか除草業務

令和3年7月9日

市民・職員向け一斉情報配信サービス

¥1,150,000円 バイザー株式会社

令和3年7月2日

林道禾津線除草業務

¥1,150,000円 株式会社 大和建設

令和3年7月2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3年7月2日

市道飯ノ山線ほか除草業務

－ 1者応札につき不成立

令和3年7月2日

広域農道奥吉備街道ほか除草業務

－ 1者応札につき不成立

令和3年7月1日

自動車騒音常時監視業務

落札業者

¥11,700,000円 真庭森林組合

¥840,000円 有限会社 小椋工務店
－ 不調
¥3,034,000円 東京書籍株式会社 中国支社

¥973,080円 有限会社 池田管工事設備
¥15,100,000円 株式会社シバタ林業
¥1,670,000円 株式会社 八光
¥870,000円 株式会社 三壽工業所
－ 応札なし

¥730,000円 有限会社日本交通流動リサーチ 岡山事務所
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令和3年7月1日

真庭市河川等水質測定業務

¥1,160,000円 公益財団法人岡山健康づくり財団

令和3年6月25日

市道湯本線除草業務

¥660,000円 有限会社横辺工務店

令和3年6月25日

市道下湯原社口線ほか除草業務

¥580,000円 有限会社横辺工務店

令和3年6月25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3年6月25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3年6月25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3年6月25日

広域農道木山街道（３工区）除草業務

¥831,000円 株式会社 柴田組

令和3年6月25日

広域農道木山街道（２工区）除草業務

¥968,000円 株式会社 山中工務店

令和3年6月25日

広域農道木山街道（１工区）除草業務

¥787,000円 株式会社 金平工務店

令和3年6月25日

市道西河内神ノ毛線除草業務

¥892,000円 有限会社 中川建材

令和3年6月25日

市道下市瀬下方線除草業務

¥604,000円 有限会社 中川建材

令和3年6月25日

真庭産業団地用地管理業務

令和3年6月22日

市民・職員向け一斉情報配信サービス

令和3年6月18日

広域基幹林道作備線道路除草業務

¥1,180,000円 有限会社 西尾重機

令和3年6月18日

広域基幹林道作西線道路除草業務

¥1,530,000円 株式会社青木建設

令和3年6月18日

広域農道木山街道（勝山工区）ほか道路除草業務

¥1,250,000円 有限会社 古瀬工務店

令和3年6月18日

市道福谷線ほか道路除草業務

令和3年6月18日

市道中村草野線（３工区）ほか道路除草業務

¥1,020,000円 有限会社柴田工務店

令和3年6月18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3年6月18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3年6月18日

市道六万坊線ほか道路除草業務

令和3年6月18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3年6月18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3年6月17日

学校遊具点検業務

¥917,100円 さんもく工業株式会社

令和3年6月17日

落合学校給食共同調理場自家用電気工作物保安管理業務

令和3年6月17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

令和3年6月17日

北部地区中学校清掃業務

¥1,828,300円 有限会社クリーン企画

令和3年6月17日

南部地区中学校清掃業務

¥2,808,717円 有限会社 中央ビル管理

令和3年6月17日

湯原・蒜山地区小学校清掃業務

¥2,130,000円 有限会社クリーン企画

令和3年6月17日

北房・勝山・美甘地区小学校清掃業務

¥1,763,500円 有限会社真庭ビル管理

¥3,897,000円 株式会社平田建設
－ 不調

¥600,000円 株式会社 三木工務店

¥680,000円 有限会社 古瀬工務店
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¥1,540,328円 一般社団法人中国電気保安協会 津山営業所
－ 1者応札につき不成立

見積徴収日
又は入札日

落札金額
（税抜）

件名

落札業者

令和3年6月17日

久世地区小学校清掃業務

¥3,500,000円 株式会社 歩エンジニアリング

令和3年6月17日

落合地区小学校清掃業務

¥1,889,050円 有限会社 細井

令和3年6月8日

市道神ノ毛一丁沢線除草業務

¥820,000円 株式会社 醍醐建設

令和3年6月7日

蒜山ミュージアム第1回展(隈研吾展)模型等輸送業務

¥754,000円 奥出屋運送株式会社

令和3年6月7日

真庭市本庁舎植栽等管理業務

¥1,550,000円 株式会社 菱川グリーン

令和3年6月7日

星山登山道・縦走路及び登山者駐車場等刈払い業務

¥1,077,000円 真庭森林組合

令和3年6月7日

市有林下刈業務

¥5,500,000円 真庭森林組合

令和3年6月7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

令和3年5月26日

北部地区小中学校消防用設備等点検業務

¥480,000円 有限会社 真庭消防設備

令和3年5月26日

南部地区小中学校消防用設備等点検業務

¥718,000円 株式会社 ガット

令和3年5月26日

落合学校給食共同調理場機械警備業務

令和3年5月26日

中島北雨水ポンプ場点検業務

¥1,050,000円 備商株式会社

令和3年5月26日

市有林雪起こし業務

¥1,700,000円 真庭森林組合

令和3年5月25日

自然公園施設(登山道)刈払い業務（再入札）

－ 1者応札につき不成立

令和3年5月7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3年5月7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3年5月7日

クリーンセンターまにわ 精密機能検査業務

¥2,690,000円 東和環境科学 株式会社 岡山営業所

令和3年5月7日

焼却施設 煙道排ガス計測器保守点検業務

¥1,490,000円 中外テクノス株式会社 岡山営業所

令和3年5月6日

真庭市議会用タブレット端末更新及び通信サービス利用業務

令和3年4月27日

バイオ液肥及び土壌の分析業務

\20,000円／月 セコム株式会社

－ 応札なし
¥1,590,000円 中外テクノス株式会社 岡山営業所
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