
様式第３（第20条関係） （　閲覧用　）
平成３０年５月７日

番 号

事 業 名

事業場所

入札日時

入札方式 担 当 課

落札価格 -------------

予定価格※ -------------

最低制限価格※ -------------

第１回　　（円） 第２回　　（円） 第３回　　（円） 結果

1, 895, 000 落札

2, 000, 000

辞退

辞退

上記金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
※については、建設工事のみ記載する。

平成３０年５月７日（月）　午前１０時００分

入札執行調書

単００９

危険物設備点検業務委託
（北浜田排水ポンプ場始め９か所）

半田市住吉町四丁目１３３番地の２始め９か所

下水道課

（株）タツノ 中部支店

日立オートモティブシステムズ
メジャメント（株） 中部支店

指名競争入札

2,046,600円

指名入札業者

三協熱研（株）

日本クリーナーサービス
（株）



様式第３（第20条関係） （　閲覧用　）
平成３０年５月９日

番 号

事 業 名

事業場所

入札日時

入札方式 担 当 課

落札価格 -------------

予定価格※ -------------

最低制限価格※ -------------

第１回　　（円） 第２回　　（円） 第３回　　（円） 結果

1, 251, 000 落札

1, 269, 000

1, 287, 000

1, 300, 500

1, 323, 000

1, 359, 000

上記金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
※については、建設工事のみ記載する。

平成３０年５月９日（水）　午前１１時００分

入札執行調書

防災交通０１２

消防団員活動服（半田市消防操法大会選手用）の購入

半田市東洋町二丁目２６番地 防災倉庫

防災交通課

（有）江川工業所

（株）榊原

指名競争入札

1,351,080円

指名入札業者

内外ガード（株）

（株）赤尾 名古屋支店

（株）服部商店

鐘長商事（有）



様式第３（第20条関係） （　閲覧用　）
平成３０年５月１０日

番 号

事 業 名

事業場所

入札日時

入札方式 担 当 課

落札価格 -------------

予定価格※ -------------

最低制限価格※ -------------

第１回　　（円） 第２回　　（円） 第３回　　（円） 結果

880, 000 落札

900, 000

1, 240, 000

1, 380, 000

1, 400, 000

1, 400, 000

上記金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
※については、建設工事のみ記載する。

平成３０年５月１０日（木）　午前９時３０分

入札執行調書

委託０１５

臭気指数測定分析業務委託

半田市北大矢知町一丁目４０番地　始め３０箇所

環境課

（株）東海分析化学研究
所

中外テクノス（株） 中部
支社

指名競争入札

950,400円

指名入札業者

（株）愛研 半田営業所

（株）環境公害センター

三協熱研（株）

（株）環境科学研究所



様式第３（第20条関係） （　閲覧用　）
平成３０年５月１０日

番 号

事 業 名

事業場所

入札日時

入札方式 担 当 課

落札価格 -------------

予定価格※ -------------

最低制限価格※ -------------

第１回　　（円） 第２回　　（円） 第３回　　（円） 結果

2, 600, 000 落札

2, 680, 000

2, 750, 000

2, 760, 000

2, 780, 000

2, 850, 000

上記金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
※については、建設工事のみ記載する。

平成３０年５月１０日（木）　午前１０時００分

入札執行調書

配委００２

配水池等除草・剪定業務委託

半田市砂谷町地内始め13か所

上水道課

（有）清水屋造園

（株）豊環境開発

指名競争入札

2,808,000円

指名入札業者

（有）サカキ園芸場

石川造園土木（株）

（有）庭義造園

（有）石川ガーデン



様式第３（第20条関係） （　閲覧用　）
平成３０年５月１７日

番 号

事 業 名

事業場所

入札日時

入札方式 担 当 課

落札価格 -------------

予定価格※ -------------

最低制限価格※ -------------

第１回　　（円） 第２回　　（円） 第３回　　（円） 結果

1, 419, 400 落札

1, 497, 000

1, 518, 600

1, 522, 000

1, 551, 000

1, 566, 800

上記金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
※については、建設工事のみ記載する。

平成３０年５月１７日（木）　午後１時００分

入札執行調書

クリセン０３７

有価資源用回収袋購入

半田市乙川末広町５０番地

クリーンセンター

パレックス（株）

中部紙工（株）

指名競争入札

1,532,952円

指名入札業者

鐘長商事（有）

中部化成薬品（株） 名古
屋支店

（株）日比研究所

（株）チュウオー



様式第３（第20条関係） （　閲覧用　）
平成３０年５月１７日

番 号

事 業 名

事業場所

入札日時

入札方式 担 当 課

落札価格 -------------

予定価格※ -------------

最低制限価格※ -------------

第１回　　（円） 第２回　　（円） 第３回　　（円） 結果

1, 800, 000 落札

1, 850, 000

2, 000, 000

2, 000, 000

2, 160, 000

2, 480, 000

上記金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
※については、建設工事のみ記載する。

平成３０年５月１７日（木）　午後２時００分

入札執行調書

単０１０

水質検査業務委託
（下水道供用開始区域内）

半田市東洋町二丁目地内ほか

下水道課

（株）環境公害センター

藤吉工業（株） 刈谷支店

指名競争入札

1,944,000円

指名入札業者

（株）環境科学研究所

（一財）東海技術セン
ター

（株）日本環境技術セン
ター

（一社）愛知県薬剤師会


