
入札結果情報≪紙入札≫

令和4年6月14日 開札

No 発注方式 分類 種別 件　名 履行・納入場所 案　件　の　概  要
予定価格
（税抜き）

落札価格
（税抜き）

落札業者 履行期限・納期 業者数 担当課

1 指名競争入札 役務
収集
運搬

根上地区ごみ収集運搬業務委託 根上地区
可燃・不燃ごみ、資源収集運搬
可燃・不燃ごみ282箇所、資源19箇所

非公表 27,132,000 ㈱日本海開発 R5.6.30 3 生活環境課

2 指名競争入札 役務
収集
運搬

寺井地区ごみ収集運搬業務委託 寺井地区
可燃・不燃ごみ、資源収集運搬
可燃・不燃ごみ367箇所、資源33箇所

非公表 27,432,000 丸倉倉庫運輸㈱ R5.6.30 3 生活環境課

3 指名競争入札 役務
収集
運搬

辰口地区ごみ収集運搬業務委託 辰口地区
可燃・不燃ごみ、資源収集運搬
可燃・不燃ごみ230箇所、資源55箇所

非公表 27,150,000 ㈲クリーンウエスト R5.6.30 3 生活環境課

4 指名競争入札 役務
収集
運搬

根上地区リサイクルセンターごみ収集運搬
業務委託

根上地区
資源収集運搬
根上くるくる工房

非公表 384,000 ㈱日本海開発 R5.6.30 3 生活環境課

5 指名競争入札 役務
収集
運搬

寺井地区リサイクルセンターごみ収集運搬
業務委託

寺井地区
資源収集運搬
ふれあいリサイクルセンター

非公表 2,268,000 ㈱日本海開発 R5.6.30 3 生活環境課

6 指名競争入札 役務
収集
運搬

辰口地区リサイクルセンターごみ収集運搬
業務委託

辰口地区
資源収集運搬
辰口リサイクルセンター

非公表 950,000 ㈲クリーンウエスト R5.6.30 3 生活環境課

7 一般競争入札 物品
消防
用品

防火衣上下購入 能美市消防本部
ジェットパック車（1回あたり約6t）
（単価契約）

非公表 3,400,000 ㈱本田商会 R4.12.28 2 庶務課

8 一般競争入札 物品
消防
用品

防火ヘルメット購入 能美市消防本部 防火ヘルメット　N=23個 非公表 1,150,000 ㈱本田商会 R4.12.28 4 庶務課

9 一般競争入札 物品 薬品 次亜塩素酸ナトリウム購入（単価契約）
根上吉原水道管理セン
ターほか

根上吉原水道管理ｾﾝﾀｰ 2,000kg×4
回
寺井新保水道管理ｾﾝﾀｰ 1,600kg×5
回
辰口水道管理ｾﾝﾀｰ 1,000kg×5回

非公表 1,675,000 (株)片岡 R5.3.31 2 上下水道課

10 一般競争入札 役務 廃棄物 公文書溶解処理業務委託 能美市役所
廃棄書類10,000kgの運搬及び溶解処
理

非公表 577,500 (株)日本海開発 R5.3.31 1 総務課

11 一般競争入札 物品
医療
機器

市体育施設等AEDバッテリー・パッド購入 根上体育館ほか21箇所
AEDバッテリーパック　N=22個
AED使い捨てパッド　　N=22個

非公表 979,000 ㈱ダイシン能美営業所 R4.7.15 1 
スポーツ振興

課

能美市
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応札者数
（参加申
請者数）

担当課

12 一般競争入札 物品 ﾘｰｽ カラー複合機リース 能美市役所ほか１施設 カラー複合機リース　N=2台（5年契約） 非公表 20,400 ㈱丸菱 R4.10.31
1

(2)
管財課

13 一般競争入札 物品 ﾘｰｽ 複合機リース 能美市役所
モノクロ複合機リース　N=1台（5年契
約）

非公表 10,000 ㈱丸菱 R4.10.31 1 管財課

14 一般競争入札 物品 ﾘｰｽ 保育園・児童館複合機リース
能美市立長野保育園
ほか1施設

複合機リース　N=2台（5年契約） 非公表 21,240 ㈱丸菱 R4.9.30 1 
子育て支援

課

15 一般競争入札 物品 ﾘｰｽ 根上図書館複合機リース 能美市立根上図書館
カラー複合機リース　N＝1台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（5年契約）

非公表 14,900 ㈱丸菱 R4.9.30 1 まなび文化課

16 一般競争入札 物品 ﾘｰｽ 寺井地区公民館複合機リース 能美市寺井地区公民館
カラー複合機リース　N＝1台（5年契
約）

非公表 11,200 ㈱丸菱 R4.9.30 1 まなび文化課

17 一般競争入札 物品 ﾘｰｽ 根上学習センター複合機リース 能美市根上学習センター
カラー複合機リース　N＝1台（5年契
約）

非公表 13,260 ㈱丸菱 R4.9.30 1 まなび文化課

18 一般競争入札 物品 ﾘｰｽ 児童館印刷機リース
能美市根上中央児童館
ほか1施設

印刷機リース　N=2台（5年契約） 非公表 21,200 ㈱丸菱 R4.7.29 1 
子育て支援

課

19 一般競争入札 物品
測量
機器

取替用メーター購入 上下水道課指定倉庫 φ13～φ100　　　N=3,250個 非公表 4,745,400 愛知時計電機㈱ R4.8.31
2

(3)
上下水道課

20 一般競争入札 役務 清掃 能美市役所清掃業務委託 能美市役所

日常清掃（弾性・硬性床、ｶｰﾍﾟｯﾄ、ﾄｲ
ﾚ）A=3,839㎡
定期清掃（弾性・硬性床、ｶｰﾍﾟｯﾄ）
A=5,820㎡
ガラス清掃　A=1,622㎡【3年契約】

非公表 5,928,000 ㈱北国クリーンサービス R7.6.30 3 管財課

能美市


