
円(税込) 円(税込)

円(税抜) 円(税抜)

円）

－ －

最低制限価格 － －

開　　札　　結　　果　　表

南広環元（委）第10号

令和元年12月17日

入札年月日 入札方法

再入札金額（円） 落札金額（円） 備　考

業務の概要
　一般廃棄物収集運搬委託業務【Aブロック】
　　収集地域：養父市内（八鹿・関宮地域）
　　収集運搬物：燃やすごみ・不燃ごみ・かん類・クリーン作戦ごみ

着手年月日 令和2年4月1日 完了年月日 令和7年3月31日

業務の種別 　一般廃棄物収集運搬委託業務

契約年月日

落札者名 山本運輸株式会社　代表取締役　山本　洋介

落札者所在地 養父市養父市場1041番地2

令和1年12月23日

契約金額 46,365,000 円　（うち消費税相当額 4,215,000

山本運輸㈱

㈱但馬環境 48,000,000

42,150,000 落札

㈱北近畿クリーンシステム 辞退

42,150,000

スケール㈱ 辞退

㈱Revolutioｎ 辞退

南但あさひ㈱ 辞退

㈲環境整備西山 92,894,400

㈲円山川環境サービス 辞退

業 務 番 号 業　務　名　称 履　行　場　所

一般廃棄物収集運搬業務【Aブロック】
（八鹿・関宮地域）

兵庫県朝来市和田山町枚田436番地1
南但消防本部コミュニティ消防センター

養父市地内

指名競争入札

入   　札   の   場   所

八光海運㈱　養父支店 53,400,000

予定価格

入　札　者　氏　名 入札金額（円）



円(税込) 円(税込)

円(税抜) 円(税抜)

円）

指名競争入札

入   　札   の   場   所

八光海運㈱養父支店 40,800,000

予定価格

入　札　者　氏　名 入札金額（円）

業 務 番 号 業　務　名　称 履　行　場　所

一般廃棄物収集運搬業務【Bブロック】（八鹿地域）

兵庫県朝来市和田山町枚田436番地1
南但消防本部コミュニティ消防センター

養父市地内

南但あさひ㈱ 辞退

㈲環境整備西山 91,478,700

㈲円山川環境サービス 辞退

スケール㈱ 辞退

㈱Revolutioｎ 辞退

㈱北近畿クリーンシステム 辞退

41,334,000山本運輸㈱

㈱但馬環境 48,000,000

契約年月日

落札者名 八光海運株式会社　養父支店　代表取締役兼養父支店長　足立　敏己

落札者所在地 養父市八鹿町下網場623番地1

令和1年12月23日

契約金額 44,880,000 円　（うち消費税相当額 4,080,000

業務の概要
　一般廃棄物収集運搬委託業務【Ｂブロック】
　　収集地域：養父市内（八鹿地域）
　　収集運搬物：燃やすごみ・不燃ごみ・かん類・クリーン作戦ごみ

着手年月日 令和2年4月1日 完了年月日 令和7年3月31日

業務の種別 　一般廃棄物収集運搬委託業務

再入札金額（円） 落札金額（円） 備　考

落札40,800,000

－ －

最低制限価格 － －

開　　札　　結　　果　　表

南広環元（委）第11号

令和元年12月17日

入札年月日 入札方法



円(税込) 円(税込)

円(税抜) 円(税抜)

円）

指名競争入札

入   　札   の   場   所

八光海運㈱養父支店 54,000,000

予定価格

入　札　者　氏　名 入札金額（円）

業 務 番 号 業　務　名　称 履　行　場　所

一般廃棄物収集運搬業務【Cブロック】（養父地域）

兵庫県朝来市和田山町枚田436番地1
南但消防本部コミュニティ消防センター

養父市地内

南但あさひ㈱ 辞退

㈲環境整備西山 93,366,300

㈲円山川環境サービス 辞退

スケール㈱ 辞退

㈱Revolutioｎ 辞退

㈱北近畿クリーンシステム 辞退

40,674,000山本運輸㈱

㈱但馬環境 48,000,000

40,674,000 落札

契約年月日

落札者名 山本運輸株式会社　代表取締役　山本　洋介

落札者所在地 養父市養父市場1041番地2

令和1年12月23日

契約金額 44,741,000 円　（うち消費税相当額 4,067,364

業務の概要
　一般廃棄物収集運搬委託業務【Ｃブロック】
　　収集地域：養父市内（養父地域）
　　収集運搬物：燃やすごみ・不燃ごみ・かん類・クリーン作戦ごみ

着手年月日 令和2年4月1日 完了年月日 令和7年3月31日

業務の種別 　一般廃棄物収集運搬委託業務

再入札金額（円） 落札金額（円） 備　考

－ －

最低制限価格 － －

開　　札　　結　　果　　表

南広環元（委）第12号

令和元年12月17日

入札年月日 入札方法



円(税込) 円(税込)

円(税抜) 円(税抜)

円）

指名競争入札

入   　札   の   場   所

八光海運㈱養父支店 55,200,000

予定価格

入　札　者　氏　名 入札金額（円）

業 務 番 号 業　務　名　称 履　行　場　所

一般廃棄物収集運搬業務【Dブロック】
（養父・大屋・関宮地域）

兵庫県朝来市和田山町枚田436番地1
南但消防本部コミュニティ消防センター

養父市地内

南但あさひ㈱ 辞退

㈲環境整備西山 91,636,000

㈲円山川環境サービス 辞退

スケール㈱ 辞退

㈱Revolutioｎ 辞退

㈱北近畿クリーンシステム 辞退

47,340,000

落札

山本運輸㈱

㈱但馬環境 47,000,000 47,000,000

契約年月日

落札者名 株式会社但馬環境　代表取締役　伊藤　佳緒里

落札者所在地 豊岡市庄境1118-1

令和1年12月23日

契約金額 51,700,000 円　（うち消費税相当額 4,700,000

業務の概要
　一般廃棄物収集運搬委託業務【Ｄブロック】
　　収集地域：養父市内（養父・大屋・関宮地域）
　　収集運搬物：燃やすごみ・不燃ごみ・かん類・クリーン作戦ごみ

着手年月日 令和2年4月1日 完了年月日 令和7年3月31日

業務の種別 　一般廃棄物収集運搬委託業務

再入札金額（円） 落札金額（円） 備　考

－ －

最低制限価格 － －

開　　札　　結　　果　　表

南広環元（委）第13号

令和元年12月17日

入札年月日 入札方法



円(税込) 円(税込)

円(税抜) 円(税抜)

円）

－ －

最低制限価格 － －

開　　札　　結　　果　　表

南広環元（委）第14号

令和元年12月17日

入札年月日 入札方法

再入札金額（円） 落札金額（円） 備　考

業務の概要
　一般廃棄物収集運搬委託業務【Ｅブロック】
　　収集地域：養父、朝来市内（養父・和田山・朝来地域）
　　収集運搬物：燃やすごみ・不燃ごみ・かん類・クリーン作戦ごみ

着手年月日 令和2年4月1日 完了年月日 令和7年3月31日

業務の種別 　一般廃棄物収集運搬委託業務

契約年月日

落札者名 山本運輸株式会社　代表取締役　山本　洋介

落札者所在地 養父市養父市場1041番地2

令和1年12月23日

契約金額 47,513,400 円　（うち消費税相当額 4,319,400

山本運輸㈱

㈱但馬環境 辞退

43,194,000 落札

㈱北近畿クリーンシステム 44,400,000

43,194,000

スケール㈱ 辞退

㈱Revolutioｎ 辞退

南但あさひ㈱ 辞退

㈲環境整備西山 辞退

㈲円山川環境サービス 75,899,835

業 務 番 号 業　務　名　称 履　行　場　所

一般廃棄物収集運搬業務【Eブロック】
（養父・和田山・朝来地域）

兵庫県朝来市和田山町枚田436番地1
南但消防本部コミュニティ消防センター

養父市及び朝来市地内

指名競争入札

入   　札   の   場   所

八光海運㈱養父支店 55,200,000

予定価格

入　札　者　氏　名 入札金額（円）



円(税込) 円(税込)

円(税抜) 円(税抜)

円）

－ －

最低制限価格 － －

開　　札　　結　　果　　表

南広環元（委）第15号

令和元年12月17日

入札年月日 入札方法

40,200,000

再入札金額（円） 落札金額（円） 備　考

落札

業務の概要
　一般廃棄物収集運搬委託業務【Ｆブロック】
　　収集地域：朝来市内（和田山・山東・朝来地域）
　　収集運搬物：燃やすごみ・不燃ごみ・かん類・クリーン作戦ごみ

着手年月日 令和2年4月1日 完了年月日 令和7年3月31日

業務の種別 　一般廃棄物収集運搬委託業務

契約年月日

落札者名 株式会社北近畿クリーンシステム　代表取締役　和田　誠司

落札者所在地 朝来市和田山町土田682番地4

令和1年12月23日

契約金額 44,220,000 円　（うち消費税相当額 4,020,000

山本運輸㈱

㈱但馬環境 辞退

㈱北近畿クリーンシステム 40,200,000

45,960,000

スケール㈱ 辞退

㈱Revolutioｎ 辞退

南但あさひ㈱ 辞退

㈲環境整備西山 辞退

㈲円山川環境サービス 75,198,035

業 務 番 号 業　務　名　称 履　行　場　所

一般廃棄物収集運搬業務【Fブロック】
（和田山・山東・朝来地域）

兵庫県朝来市和田山町枚田436番地1
南但消防本部コミュニティ消防センター

朝来市地内

指名競争入札

入   　札   の   場   所

八光海運㈱養父支店 辞退

予定価格

入　札　者　氏　名 入札金額（円）



円(税込) 円(税込)

円(税抜) 円(税抜)

円）

指名競争入札

入   　札   の   場   所

八光海運㈱養父支店 辞退

予定価格

入　札　者　氏　名 入札金額（円）

業 務 番 号 業　務　名　称 履　行　場　所

一般廃棄物収集運搬業務【Gブロック】
（和田山・山東地域）

兵庫県朝来市和田山町枚田436番地1
南但消防本部コミュニティ消防センター

朝来市地内

南但あさひ㈱ 辞退

㈲環境整備西山 辞退

㈲円山川環境サービス 74,355,875

スケール㈱ 辞退

㈱Revolutioｎ 辞退

㈱北近畿クリーンシステム 40,800,000

40,140,000山本運輸㈱

㈱但馬環境 辞退

40,140,000 落札

契約年月日

落札者名 山本運輸株式会社　代表取締役　山本　洋介

落札者所在地 養父市養父市場1041番地2

令和1年12月23日

契約金額 44,154,000 円　（うち消費税相当額 4,014,000

業務の概要
　一般廃棄物収集運搬委託業務【Ｇブロック】
　　収集地域：朝来市内（和田山・山東地域）
　　収集運搬物：燃やすごみ・不燃ごみ・かん類・クリーン作戦ごみ

着手年月日 令和2年4月1日 完了年月日 令和7年3月31日

業務の種別 　一般廃棄物収集運搬委託業務

再入札金額（円） 落札金額（円） 備　考

－ －

最低制限価格 － －

開　　札　　結　　果　　表

南広環元（委）第16号

令和元年12月17日

入札年月日 入札方法



円(税込) 円(税込)

円(税抜) 円(税抜)

円）

－ －

最低制限価格 － －

開　　札　　結　　果　　表

南広環元（委）第17号

令和元年12月17日

入札年月日 入札方法

42,600,000

再入札金額（円） 落札金額（円） 備　考

落札

業務の概要
　一般廃棄物収集運搬委託業務【Ｈブロック】
　　収集地域：朝来市内（生野・和田山・朝来地域）
　　収集運搬物：燃やすごみ・不燃ごみ・かん類・クリーン作戦ごみ

着手年月日 令和2年4月1日 完了年月日 令和7年3月31日

業務の種別 　一般廃棄物収集運搬委託業務

契約年月日

落札者名 株式会社北近畿クリーンシステム　代表取締役　和田　誠司

落札者所在地 朝来市和田山町土田682番地4

令和1年12月23日

契約金額 46,860,000 円　（うち消費税相当額 4,260,000

山本運輸㈱

㈱但馬環境 辞退

㈱北近畿クリーンシステム 42,600,000

46,440,000

スケール㈱ 辞退

㈱Revolutioｎ 辞退

南但あさひ㈱ 辞退

㈲環境整備西山 辞退

㈲円山川環境サービス 76,040,195

業 務 番 号 業　務　名　称 履　行　場　所

一般廃棄物収集運搬業務【Hブロック】
（生野・和田山・朝来地域）

兵庫県朝来市和田山町枚田436番地1
南但消防本部コミュニティ消防センター

朝来市地内

指名競争入札

入   　札   の   場   所

八光海運㈱養父支店 辞退

予定価格

入　札　者　氏　名 入札金額（円）


