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平成２６年４月３日 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

広島市長 松 井 一 實 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

 ⑴ 業務名 

   広島市ホームページのシステム再構築及び保守・運用等業

務 

 ⑵ 履行の内容等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結の日から平成３２年２月２９日まで 

 ⑷ 履行期間 

   契約締結の日から平成３２年２月２９日まで 

 ⑸ 予定価格 

   ２２９，３８４，８００円（消費税及び地方消費税を除く。） 

 ⑹ 提案に係る見積金額，契約金額及び支払条件等 

   平成２６年度の「広島市ホームページのシステム再構築業

務」に係る支払額は，２６，９７２，７６７円（消費税及び

地方消費税を除く。）を上限とする。 

   平成２７年３月１日から平成３２年２月２９日まで（６０

か月）の「広島市ホームページの保守・運用等業務」に係る

支払 

  支払額は，月額定額（月額３，２０２，１７６円（消費税及

び地方消費税を除く。）を上限とする。）での分割払とし，

各月における支払額は，本市と協議の上，決定する。 

   平成２８年度の「時代に合わせたデザインへの変更」に係

る支払額は５，５２４，３００円（消費税及び地方消費税を

除く。）を上限とし，平成３１年度の「再構築に伴うデータ

抽出作業」に係る支払額は４，７５７，１７８円（消費税及

び地方消費税を除く。）を上限とする。 

 ⑺ 履行場所 

   広島市企画総務局広報課（広島市中区国泰寺町一丁目６番 

３４号）その他広島市が指定する場所 

 ⑻ 入札方法 

  ア 入札金額は，総価を記載すること。 

  イ 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の８に相当する額を加算した金額（当該金

額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので，入札者

は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の１０８分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  ウ 入札参加者は，入札書に記載する金額の算定根拠となっ

た入札金額内訳書を作成し，入札書と同時に提出すること。

入札金額内訳書の提出がない場合は，その者のした入札を

無効とする。 

  エ 落札者の決定は，地方自治法施行令第１６７条の１０の

２第１項に規定する総合評価一般競争入札で行うので，提

案に係る書類（以下「提案書等」という。）を提出するこ

と。 

 ⑼ 入札区分 

   本件業務は，広島市電子入札システム（以下「電子入札シ

ステム」という。）を利用しない紙面による入札とする。 

２ 入札参加資格 

  次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以

下「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であるこ

と。 

 ⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者

であること。 

 ⑶ 広島市競争入札参加資格の「平成２６・２７・２８年」の

「物品の売買，借入れ，修繕及び製造の請負並びに役務（建

設コンサルティングサービスに係る役務を除く。）の提供」

の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」

の登録種目「３０－０６ 情報処理（コンピュータ関連）」

に登録されている者であること。 
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    なお，当該資格を有していない者が，本入札参加を希望す

る場合は，入札説明書に従って随時の資格審査申請を行うこ

と。 

 ⑷ 入札公告の日から落札者の決定の日までの間のいずれの

日においても，営業停止処分又は本市の指名停止措置若しく

は競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ その他は，入札説明書による。 

３ 契約条項を示す場所等 

 ⑴ 契約条項を示す場所 

   広島市のホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)

のトップページの「電子入札・登録」→「調達情報公開シス

テム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」（詳細）か

らダウンロードすることができる。ただし，これにより難い

場合（ダウンロードできない場合の書類を含む。）は，次に

より交付する。 

  ア 交付期間 

    入札公告の日から平成２６年５月１４日（水）までの広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項各号に掲げる日を除く毎日の午前８時３０

分から午後５時１５分まで（ただし，５月１４日（水）は

午後３時まで） 

  イ 交付場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市企画総務局広報課 

    電話 ０８２－５０４－２１１６（直通） 

 ⑵ 入札書，入札説明書，仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）からダ

ウンロードすることができる。ただし，これにより難い場合

は，前記⑴のア及びイにより交付する。 

 ⑶ 契約条項，入札説明書，仕様書等に関する問合せ先 

   前記⑴イに同じ。 

 ⑷ 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出 

   入札に参加を希望する者は，入札説明書に定める提出期

間，場所及び方法により一般競争入札参加資格確認申請書及

び入札参加資格の確認に必要な書類（以下「資格確認申請書

等」という。）を提出しなければならない。 

 ⑸ 入札書及び提案書等の提出方法 

  ア 入札書及び提案書等を持参又は郵送（配達証明付書留郵

便）とする。 

  イ 入札書及び提案書等の提出期間等 

   (ア) 持参による場合の提出期間及び提出場所 

    ａ 提出期間 

      平成２６年５月１３日（火）及び同月１４日（水）

の午前８時３０分から午後５時１５分まで。なお，平

成２６年５月１４日（水）は午後３時までとする。 

    ｂ 提出場所 

      〒７３０－８５８６ 

      広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

      広島市企画総務局広報課 

      電話 ０８２－５０４－２１１６（直通） 

 

 

    (イ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期間及

び提出先 

    ａ 提出期間 入札公告の日から平成２６年５月１４日

（水）午後３時まで 

    ｂ 提出先  前記(ア)ｂに同じ。 

 ⑹ 入札金額内訳書の提出方法 

   入札参加者は，入札書に記載する金額の算定根拠となった

入札金額内訳書を作成し，入札書と同時に提出しなければな

らない。なお，入札金額内訳書の提出がない場合は，落札者

となることができない。 

 ⑺ 入札回数 

   入札回数は，１回限りとする。 

 ⑻ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 平成２６年５月１５日（木）午後３時３０分 

  イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

       広島市役所本庁舎１５階契約部入札室 

４ 総合評価に関する事項（落札者決定基準） 

 ⑴ 落札者の決定方法 

   落札者決定に当たっては，広島市ホームページのシステム

再構築及び保守・運用等業務総合評価審査委員会において，

「価格」及び「価格以外の要素」となる後記⑶の評価項目に

ついて，後記⑵の「総合評価の方法」によって審査し，得ら

れた総合的な数値の最も高い者を落札者とする。 

 ⑵ 総合評価の方法 

  ア 入札価格の得点は，次の式により算定して得た値とする。 

    （１－入札価格÷予定価格）×３００点 

  イ 価格以外の要素の得点は，後記⑶の評価項目ごとに提案

書等，入札参加者に求めた提出書類を基に，入札説明書の

落札者決定基準に従って審査して得点を与える。 

    また，審査の過程においてヒアリングを実施する。ヒア

リングの詳細（実施時期，場所等）については，別途，入

札参加者に対して通知を行う予定である。 

  ウ 前記⑵のアとイの得点を加算して得た値を価格と価格以

外の要素の総合的な数値とする。 

 ⑶ 評価項目 

  ア 価格以外の要素の大まかな評価対象は次のとおりであ

り，評価項目及び評価基準の詳細は，入札説明書の落札者

決定基準による。 

   (ア) 基本姿勢等に係る項目 

   (イ) システム再構築等に係る項目 

   (ウ) 保守・運用等に係る項目 

   (エ) 社会的評価項目 

  イ 前項の評価項目は，評価に応じて配点される。 

 ⑷ 得点配分 

  ア 価格：３００点 価格以外の要素：６００点 総合評価

の合計：９００点 

  イ 前記⑶の各評価項目の得点配分は入札説明書の落札者決

定基準による。 

５ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 
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  ⑵ 入札保証金 

   免除 

 ⑶ 入札の無効 

   次に掲げる入札は，無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のな

い者がした入札及び開札日時以後，落札者の決定までの間

に前記２⑶の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは

指名停止措置を受け，又はその他一般競争入札参加資格を

満たさなくなった者がした入札 

  イ 資格確認申請書等の書類に虚偽の記載をした者がした

入札 

  ウ 前記１⑸の予定価格を上回る額の入札 

  エ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札 

 ⑷ 契約保証金 

   要。ただし，規則第３１条第１号又は第３号に該当する場

合は，免除する。詳細は，入札説明書による。 

 ⑸ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑹ 入札の中止等 

   本件入札に関して，天災地変があった場合，郵便による事

故の発生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は

入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など，入

札を公正に執行することができないと判断されるときは，入

札の執行を延期又は中止することがある。 

 ⑺ その他 

   詳細は，入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the service to be required: 

   Reconstruction, operation and maintenance of website  

   system for the City of Hiroshima : 1 set 

 ⑵ Contract period: 

   From the conclusion of the contract through February 

   29, 2020 

 ⑶ Fulfillment location: 

   Public Relations Division, Planning and General Affairs  

   Bureau, the City of Hiroshima (6-34 Kokutaiji-machi  

   1-chome, Naka-ku, Hiroshima City) and other places  

   designated by the City of Hiroshima 

 ⑷ Time period for tender submissions: 

  a. Hand-delivered submissions 

   Time period: From 8:30 a.m. to 5:15 p.m. on May 13  

   (Tuesday), 2014 and from 8:30 a.m. to  

   3:00 p.m. on May 14 (Wednesday), 2014 

  b. Postal submissions (registered mail only) 

   Time period: From the day of tender notice to 3:00 p.m.  

   on May 14 (Wednesday), 2014 

 ⑸ Contact information:  

   Public Relations Division, Planning and General  

   Affairs Bureau, the City of Hiroshima 

   6-34 Kokutaiji-machi 1-chome, Naka-ku, Hiroshima  

   City 

      Tel: 082-504-2116  

 

入 札 公 告 

 

平成２６年４月３日 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

広島市長 松 井 一 實 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   ノート型パーソナルコンピュータ（単価契約） 

   予定数量 

   パーソナルコンピュータＡ １，１１０式 

   パーソナルコンピュータＢ   １５０式 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期間 

   契約締結日から平成２７年３月３１日まで 

 ⑷ 納入場所 

   本市が指定する場所（仕様書のとおり。） 

 ⑸ 予定価格 

   １式当たりの単価 

   パーソナルコンピュータＡ 

   ５１，０００円（消費税及び地方消費税を除く。） 

   パーソナルコンピュータＢ 

   ８６，０００円（消費税及び地方消費税を除く。） 

 ⑹ 入札方法 

  ア 入札金額は，１式当たりの単価及び予定総額（各単価に

それぞれの予定数量を乗じて得た額の合計）を記載するこ

と。 

  イ 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の８に相当する額を加算した金額をもって

落札価格とするので，入札者は，消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見

積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入

札書に記載すること。 

  ウ 入札回数は 1回限りとする。 

  エ 予定価格を超える入札は無効とする。 

 ⑺ 入札区分 

   本件業務は，広島市電子入札システム（以下「電子入札シ

ステム」という。）を利用して行う電子入札対象案件である。 

   ただし，電子入札システムにより難い場合は，入札説明書

に定める方法により，所定の入札書を持参又は郵送し，入札

することができる。 

   なお，電子入札システムに関する手続については，広島市

電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に

従うものとし，これらに反する入札は無効とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 
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  ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以

下「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であるこ

と。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「平成２６・２７・２８年」の

「物品の売買，借入れ，修繕及び製造の請負並びに役務（建

設コンサルティングサービスに係る役務を除く。）の提供」

の契約の種類「物品の売買，修繕及び製造の請負」の登録種

目「０２－０２事務用機器」に登録されている者であること。  

   なお，当該広島市競争入札参加資格を有しない者で，本件

入札に参加を希望するものは，本市所定の申請書に必要事項

を記載の上，添付書類を添えて提出すること。詳細は，入札

説明書による。 

 ⑶ 次に掲げる事項を証明した者であること。 

  ア 納入しようとする物品が，入札説明書及び仕様書に定め

る特質等を有すること。 

  イ 本市が必要とする物品を確実に納入できること。 

  ウ 納入しようとする物品に係る迅速なアフターサービス，

メンテナンスを本市の求めに応じて提供できること。 

  エ 納入しようとする物品が入札説明書及び仕様書に示し

た銘柄以外であるときは，当該物品が例示物品と同等であ

ること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日において

も，営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札

参加資格の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ その他は，入札説明書による。 

３ 契約条項を示す場所等 

 ⑴ 契約条項を示す場所 

   広島市のホームページ（http://www.city.hiroshima.lg.jp/）

の「事業者」→「入札・契約・諸手続・税金など」→「入札・

契約」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般

公開用」→「カテゴリー検索 入札・見積り情報」→「物品 

一般競争入札（ＷＴＯ）」からダウンロードできる。ただし，

これにより難い場合（ダウンロードできない場合の書類を含

む。）は，次の場所で交付する。 

   〒７３０－８５８６ 

   広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

   広島市財政局契約部物品契約課 

   電話 ０８２－５０４－２０８３ 

 ⑵ 入札書，入札説明書，仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）からダ

ウンロードすることができる。ただし，これにより難い場合

は，前記⑴において交付する。 

 ⑶ 契約条項，入札説明書に関する問合せ先 

   前記⑴に同じ。 

 ⑷ 仕様書に関する問合せ先 

   広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号 

   広島市企画総務局情報政策部情報政策課 

   電話 ０８２－５０４－２６７１ 

 ⑸ 入札書の提出方法 

  ア 電子入札システムにより送信（入札書の提出をいう。）

すること。ただし，電子入札システムにより難い場合は，

紙 

 

 

 紙による入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）す

ることができる。 

  イ 入札書の提出期間等 

   (ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

     平成２６年５月１２日（月）及び同月１３日（火）の

午前８時３０分から午後５時１５分まで並びに同月１

４日（水）の午前８時３０分から午後５時まで 

   (イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所 

    ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。 

    ｂ 提出場所 前記⑴に同じ。 

   (ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期間及

び提出先 

    ａ 提出期間 平成２６年５月１４日（水）午後５時ま

でに必着させること。 

    ｂ 提出先  前記⑴に同じ。 

 ⑹ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 平成２６年５月１５日（木）午前１１時 

  イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

       広島市役所本庁舎１５階契約部入札室 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達物品を納入できると本市が判断した

入札者であって，規則第１５条及び第１６条の規定に基づいて

作成された予定価格の制限の範囲内であり，かつ，各単価にそ

れぞれの予定数量を乗じて得た金額の合計金額が最低価格で

ある有効な入札を行ったものを落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし，落札決定後に落札者が，契約の辞退をする

など契約を締結しないときは，規則第２条により資格取消し

を行うとともに，入札保証金相当額の損害賠償金（購入予定

数量に契約価格を乗じた金額の５パーセント）を請求する。 

 ⑶ 入札の無効 

   次に掲げる入札は，無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のな

い者がした入札及び開札日時以後，落札者の決定までの間

に前記２⑵の本市の競争入札参加資格の取消し若しくは

指名停止措置を受け，又はその他の一般競争入札参加資格

を満たさなくなった者がした入札 

  イ 競争入札参加資格申請等に虚偽の記載をした者がした

入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 前記１⑸の予定価格を上回る額の入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国

事業者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除

く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年広島市規則第１３２号）第７条第４項の規定に基づ

き入札書を受領した場合で，同項の規定に係る資格審査が

開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認め

ら 
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 られなかったときにおける入札 

 ⑷ 契約保証金 

   要。ただし，規則第３１条第１号又は第３号に該当する場

合は，免除する。詳細は，入札説明書による。 

 ⑸ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は，前記２⑶に掲げ

る事項について証明する書類を平成２６年４月２５日（金）

までに提出しなければならない。また，開札日の前日までの

間において，本市から当該書類に関し説明を求められた場

合，これに応じなければならない。詳細は，入札説明書によ

る。 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して，天災地変があった場合，電子入札シス

テムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合，郵便

による事故の発生等により郵便による入札の執行が困難な

場合又は入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場

合など，入札を公正に執行することができないと判断される

ときは，入札の執行を延期又は中止することがある。 

 ⑻ その他 

   詳細は，入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

   Laptop computers to be used of intranet of Hiroshima 

   City, approximately 1,260 

 ⑵ Delivery date: 

   From the date of the contract to 31 March, 2015 

 ⑶ Delivery place: 

   A place to appoint for Hiroshima City Hall 

 ⑷ Time Limit for tender: 

   5:00 PM, 14 May 2014 

 ⑸ Contact point for notice 

   Commodities Contract Division,Contract Department, 

   Finance Bureau, Hiroshima City Hall 

   6-34 Kokutaiji-machi 1-chome, Naka-ku 

   Hiroshima 730-8586 JAPAN 

   TEL:082-504-2083 

 

落 札 等 

 

落札者等の公告 

 

平成２６年４月３日 

 

次のとおり落札者等について公告します。 

 

広島市長 松 井 一 實 

 

［掲載順序］ 

①契約担当部局の名称及び所在地 ②調達件名及び数量 ③

ｃうぴ 

   調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日（随意契約の場合は契約

日） ⑥落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所 ⑦

落札価格（随意契約の場合は契約価格） ⑧入札公告日 ⑨随

意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名（指名競争入札の場合） 

 ⑪落札方法 ⑫予定価格（予定価格を落札決定後に公表する

場合） ⑬調査基準価格（調査基準価格を落札決定後に公表す

る場合） 

 

○ ①広島市企画総務局情報政策部情報システム課（広島市中区

国泰寺町一丁目４番２１号） ②庁内ＬＡＮシステム及びネ

ットワークの運用管理等業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤

２６．２．２４ ⑥富士通㈱中国支社（広島市中区紙屋町一

丁目２番２２号） ⑦３０，０９７，００８円 ⑧２６．１．

１０ ⑪最低価格 ⑫３０，２５２，５２８円 ⑬２０，１

５１，４１０円 

 

○ ①広島市健康福祉局衛生研究所（広島市西区商工センター四

丁目１番２号） ②広島市衛生研究所で使用する電気 予定

使用電力量 ３，０４６，８６９ｋＷｈ ③購入等 ④一般 

 ⑤２６．２．２７ ⑥中国電力㈱（広島市中区小町４番３

３号） ⑦５５，９０３，７６３円 ⑧２６．２．１３ ⑪

最低価格 

 

○ ①広島市こども未来局こども未来調整課（広島市中区国泰寺

町一丁目６番３４号） ②広島市福祉情報システム改修（子

ども・子育て支援新制度対応）業務 ③委託 ④随意 ⑤２

６．３．１２ ⑥日本電気㈱中国支社（広島市中区紙屋町二

丁目２番１２号） ⑦２１４，３８０，０００円 ⑨地方公

共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令

第１０条第１項第２号 

 

○ ①広島市環境局施設部施設課（広島市中区国泰寺町一丁目６

番３４号） ②瀬野川埋立地汚水処理場運転管理業務 一式 

 ③請負 ④一般 ⑤２６．２．２１ ⑥都市環境整備㈱（広

島市西区西観音町１５番９号） ⑦４５，８１３，６００円 

 ⑧２６．１．１０ ⑪最低価格 ⑫６３，８００，０００

円 ⑬４２，４９５，０５４円 

 

○ ①広島市環境局施設部南工場（広島市南区東雲三丁目７番１

号） ②広島市南工場で使用する電気 予定使用電力量 １，

７５２，４９４ｋＷｈ（１年間） ③購入等 ④一般 ⑤２

６．１．３１ ⑥丸紅㈱（東京都千代田区大手町一丁目４番

２号） ⑦３２，２０５，３５２円 ⑧２５．１２．２０ ⑪

最低価格 

 

○ ①広島市環境局施設部安佐南工場（広島市安佐南区沼田町大

字伴字赤迫３９９０番地） ②広島市安佐南工場で使用する

電気 予定電力量 ３，０２５，９２０ｋＷｈ（３年間） ③

購入等 ④一般 ⑤２６．１．３１ ⑥丸紅㈱（東京都千代

田区大手町一丁目４番２号 ⑦７１，２９０，８７８円 ⑧

２５．１２．２０ ⑪最低価格 
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○ ①広島市環境局施設部安佐南工場（広島市安佐南区沼田町大

字伴字赤迫３９９０番地） ②安佐南工場破砕施設プラント

運転管理業務 一式 ③請負 ④一般 ⑤２６．２．２４ 

 ⑥㈱クリーンパル広島（広島市佐伯区楽々園四丁目６番１

９号） ⑦４８３，８４０，０００円 ⑧２６．１．１０ ⑪

最低価格 ⑫４８４，０００，０００円 ⑬３２３，６８９，

５２０円 

 

○ ①広島市下水道局管理部千田水資源再生センター（広島市中

区南千田西町１１番３号） ②千田水資源再生センター脱水

ケーキ処理業務その１（肥料化）〔単価契約〕 脱水ケーキ

処理予定数量 ３，２０７トン ③委託等 ④一般 ⑤２

６．２．２４ ⑥千代田テクノ㈱（広島県山県郡北広島町本

地２８２０番地） ⑦１４，３６４円／トン ⑧２６．１．

１０ ⑪最低価格 ⑫１４，７７０円／トン ⑬９，８８０．

１５円／トン 

 

○ ①広島市下水道局管理部千田水資源再生センター（広島市中

区南千田西町１１番３号） ②千田水資源再生センター脱水

ケーキ処理業務その３（セメント化）〔単価契約〕 脱水ケ

ーキ処理予定数量 ６，４１３トン ③委託等 ④一般 ⑤

２６．２．２４ ⑥宇部興産・美祢貨物千田水資源再生セン

ター脱水ケーキ処理業務共同企業体（山口県宇部市大字小串

１９７８番地の２） ⑦１４，２５６円／トン ⑧２６．１．

１０ ⑪最低価格 ⑫１４，８３０円／トン ⑬９，８７０．

６５円／トン 

 

○ ①広島市下水道局管理部千田水資源再生センター（広島市中

区南千田西町１１番３号） ②千田水資源再生センターほか

２か所清掃業務 ③購入等 ④一般 ⑤２６．３．３ ⑥ミ

ヤオ産業㈲（広島市中区小町２番２９号） ⑦１３，０４６，

４００円 ⑧２６．１．１０ ⑪最低価格 ⑫３４，８９０，

０００円 ⑬２３，１４９，０５０円 

 

○ ①広島市下水道局管理部千田水資源再生センター（広島市中

区南千田西町１１番３号） ②千田水資源再生センター脱水

ケーキ処理業務その２（肥料化）〔単価契約〕 脱水ケーキ

処理予定数量 ３，２０７トン ③委託等 ④一般 ⑤２

６．３．１０ ⑥千代田テクノ㈱（広島県山県郡北広島町本

地２８２０番地） ⑦１４，３６４円／トン ⑧２６．１．

１０ ⑪最低価格 ⑫１４，７７０円／トン ⑬９，８３７．

９０円／トン 

 

○ ①広島市下水道局管理部江波水資源再生センター（広島市中

区江波西一丁目１５番５４号） ②江波水資源再生センター

脱水ケーキ処理業務その１（肥料化）〔単価契約〕 脱水ケ

ーキ処理予定数量 ２，４０８トン ③委託等 ④一般 ⑤

２６．２．２４ ⑥広島堆肥プラント㈱（広島県廿日市市浅

原甲９６２番地の２） ⑦１４，９０４円／トン ⑧２６．

１．１０ ⑪最低価格 ⑫１５，４６０円／トン ⑬１０， 

 

 

 

 ３５４．０８円／トン 

 

○ ①広島市下水道局管理部江波水資源再生センター（広島市中

区江波西一丁目１５番５４号） ②江波水資源再生センター

脱水ケーキ処理業務その３（セメント化）〔単価契約〕 脱

水ケーキ処理予定数量 ４，８１７トン ③委託等 ④一般 

 ⑤２６．２．２４ ⑥宇部興産・美祢貨物江波水資源再生 

センター脱水ケーキ処理業務共同企業体（山口県宇部市大字

小串１９７８番地の２） ⑦１４，２５６円／トン ⑧２６．

１．１０ ⑪最低価格 ⑫１５，５００円／トン ⑬１０，

２８７．４６円／トン 

 

○ ①広島市下水道局管理部江波水資源再生センター（広島市中

区江波西一丁目１５番５４号） ②江波水資源再生センター

脱水ケーキ処理業務その２（肥料化）〔単価契約〕 脱水ケ

ーキ処理予定数量 ２，４０８トン ③委託等 ④一般 ⑤

２６．３．１７ ⑥広島堆肥プラント㈱（広島県廿日市市浅

原甲９６２番地の２） ⑦１４，９０４円／トン ⑧２６．

１．１０ ⑪最低価格 ⑫１５，４６０円／トン ⑬１０，

３３１．１０円／トン 

 

○ ①広島市下水道局管理部旭町水資源再生センター（広島市南

区宇品東四丁目２番２７号 ②旭町水資源再生センター脱水

ケーキ処理業務その２（セメント化）〔単価契約〕 脱水ケ

ーキ処理予定数量 ２，７４５トン ③委託等 ④一般 ⑤

２６．２．２４ ⑥宇部興産・美祢貨物旭町水資源再生セン

ター脱水ケーキ処理業務共同企業体（山口県宇部市大字小串

１９７８番地の２） ⑦１４，４７２円／トン ⑧２６．１．

１０ ⑪最低価格 ⑫１４，９００円／トン ⑬９，８９１．

０２円／トン 

 

○ ①広島市下水道局管理部旭町水資源再生センター（広島市南

区宇品東四丁目２番２７号） ②旭町水資源再生センター脱

水ケーキ処理業務その１（肥料化）〔単価契約〕 脱水ケー

キ処理予定数量 ２，７４５トン ③委託等 ④一般 ⑤２

６．３．３ ⑥千代田テクノ㈱（広島県山県郡北広島町本地

２８２０番地） ⑦１４，５８０円／トン ⑧２６．１．１

０ ⑪最低価格 ⑫１４，８１０円／トン ⑬９，８８４．

９０円／トン 

 

○ ①広島市下水道局管理部西部水資源再生センター（広島市西

区扇一丁目１番１号） ②西部水資源再生センター脱水ケー

キ処理業務（セメント化）〔単価契約〕 脱水ケーキ処理予

定数量 ３，０００トン ③委託等 ④一般 ⑤２６．２．

２４ ⑥宇部興産・美祢貨物西部水資源再生センター脱水ケ

ーキ処理業務共同企業体（山口県宇部市大字小串１９７８番

地の２） ⑦１４，２５６円／トン ⑧２６．１．１０ ⑪

最低価格 ⑫１５，０９０円／トン ⑬１０，０７８．３１

円／トン 

 

○ ①広島市安佐北区役所厚生部生活課（広島市安佐北区可部三

丁目 
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 丁目１９番２２号） ②安佐北区総合福祉センター清掃業務 

 一式 ③委託 ④一般 ⑤２６．３．１３ ⑥㈱ヒロエー

（広島市南区出島二丁目１３番３５号） ⑦１５，６５３，

２７３円 ⑧２６．１．１０ ⑪最低価格 ⑫３４，３４９，

４００円 ⑬２２，９７６，５４３円 

 

○ ①広島市安芸区役所厚生部生活課（広島市安芸区船越南三丁

目２番１６号） ②安芸区民文化センター等合築施設清掃業

務 一式 ③請負 ④一般 ⑤２６．３．１０ ⑥三栄産業

㈱（広島市中区基町５番４４号） ⑦６２，４０２，４００

円 ⑧２６．１．１０ ⑪総合評価 ⑫９３，５９３，８８

１円 ⑬６２，２５２，４０９円 

 

○ ①広島市教育委員会事務局学校教育部学事課（広島市中区国

泰寺町一丁目４番２１号） ②広島市立広島特別支援学校児

童生徒の輸送業務（第１区） ③購入等 ④一般 ⑤２６．

３．７ ⑥㈱ユーエムエス（広島市安佐北区小河原町１８５

番２号） ⑦７３，９８０，０００円 ⑧２６．１．２３ ⑪

最低価格 ⑫７６，７８８，０００円 ⑬６５，４６６，９

３８円 

 

○ ①広島市教育委員会事務局学校教育部学事課（広島市中区国

泰寺町一丁目４番２１号） ②広島市立広島特別支援学校児

童生徒の輸送業務（第２区） ③購入等 ④一般 ⑤２６．

３．７ ⑥第一タクシー㈱（広島市安佐南区相田二丁目５番

１８号） ⑦７６，７５３，４４０円 ⑧２６．１．２３ ⑪

最低価格 ⑫７６，７８８，０００円 ⑬６５，４４３，４

４３円 

 

○ ①広島市教育委員会事務局学校教育部学事課（広島市中区国

泰寺町一丁目４番２１号） ②広島市立広島特別支援学校児

童生徒の輸送業務（第３区） ③購入等 ④一般 ⑤２６．

３．７ ⑥㈲エンゼルキャブ（広島市南区東雲本町二丁目１

５番９号） ⑦１０５，４２９，６００円 ⑧２６．１．２

３ ⑪最低価格 ⑫１０５，６６７，２００円 ⑬８９，７

７０，５８７円 

 

○ ①広島市教育委員会事務局学校教育部学事課（広島市中区国

泰寺町一丁目４番２１号） ②広島市立広島特別支援学校児

童生徒の輸送業務（第４区） ③購入等 ④随意 ⑤２６．

３．１１ ⑥広島第一交通㈱（広島市西区草津港一丁目９番

５４号） ⑦９２，１４３，４４０円 ⑧２６．１．２３ ⑨

不落随契 ⑪最低価格 ⑫９２，１４３，４４０円 ⑬７８，

３３５，５５７円 

 

○ ①広島市教育委員会事務局学校教育部学事課（広島市中区国

泰寺町一丁目４番２１号） ②広島市立広島特別支援学校児

童生徒の輸送業務（第５区） ③購入等 ④一般 ⑤２６．

３．７ ⑥シーエムシー㈱（広島市東区牛田中二丁目７番３

６号） ⑦９５，００７，６００円 ⑧２６．１．２３ ⑪

最低価格 ⑫１０５，６６７，２００円 ⑬８９，６１８，

８０４円 

 

   ８０４円 

 

○ ①広島市教育委員会事務局学校教育部学事課（広島市中区国

泰寺町一丁目４番２１号） ②広島市立広島特別支援学校児

童生徒の輸送業務（第６区） ③購入等 ④一般 ⑤２６．

３．７ ⑥第一タクシー㈱（広島市安佐南区相田二丁目５番

１８号） ⑦１０４，３５６，５１２円 ⑧２６．１．２３ 

 ⑪最低価格 ⑫１０４，３９９，２８０円 ⑬８８，３９

６，９６５円 

 

○ ①広島市教育委員会事務局学校教育部学事課（広島市中区国

泰寺町一丁目４番２１号） ②広島市立広島特別支援学校児

童生徒の輸送業務（第７区） ③購入等 ④一般 ⑤２６．

３．７ ⑥西日本自動車㈱（広島県安芸郡熊野町新宮八丁目

４番１６号） ⑦１０５，６６６，６６０円 ⑧２６．１．

２３ ⑪最低価格 ⑫１０５，６６７，２００円 ⑬８９，

４３３，７８９円 

 

○ ①広島市教育委員会事務局学校教育部学事課（広島市中区国

泰寺町一丁目４番２１号） ②広島市立広島特別支援学校児

童生徒の輸送業務（第８区） ③購入等 ④一般 ⑤２６．

３．７ ⑥広交観光㈱（広島市安佐北区落合二丁目４８番１

号） ⑦１１３，３４４，９２０円 ⑧２６．１．２３ ⑪

最低価格 ⑫１２６，０７３，８００円 ⑬１０７，１０６，

４８３円 

 

落札者等の公告 

 

平成２６年４月３日 

 

次のとおり落札者等について公告します。 

 

広島市水道事業管理者 

            広島市水道局長 高 広 義 明 

 

［掲載順序］ 

①契約担当部局の名称及び所在地 ②調達件名及び数量 ③調

達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日（随意契約の場合は契約日） 

 ⑥落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所 ⑦落

札価格（随意契約の場合は契約価格） ⑧入札公告日 ⑨随意

契約の場合はその理由 ⑩指名業者名（指名競争入札の場合） 

 ⑪落札方法 ⑫予定価格（予定価格を落札決定後に公表する

場合） ⑬調査基準価格（調査基準価格を落札決定後に公表す

る場合） 

 

○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②牛

田浄水場排水処理施設維持管理業務 ③購入等 ④一般 ⑤

２６．２．２１ ⑥中国エンジニアリングサービス㈱（広島

市南区東雲二丁目１４番６号） ⑦４７，１９６，０００円 

 ⑧２６．１．１０ ⑪最低価格 ⑫４８，１０３，２００

円 ⑬３２，１９５，４７２円 
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○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②緑

井浄水場排水処理施設維持管理業務 ③購入等 ④一般 

 ⑤２６．２．２１ ⑥中国エンジニアリングサービス㈱（広

島市南区東雲二丁目１４番６号） ⑦４７，９５２，０００

円 ⑧２６．１．１０ ⑪最低価格 ⑫４８，５４６，００

０円 ⑬３２，２９６，６８３円 

 

 

   


