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1 西教総委第76号 小学校（西条地区）消防設備点検委託業務 教育総務課 ㈲津島防災設備 1,217,700

2 西総福委第8号 西条市総合福祉センター消防設備点検委託業務 健康医療推進課 ㈶四国電気保安協会 1,815,000

3 西施委第16号 市庁舎消防設備点検委託業務 施設管理課 アオイ社 1,611,500

4 西観委第23号 鉄道歴史パーク消防設備点検委託業務 観光振興課 ㈱愛徳電工 182,886

5 西教総委第79号 中学校（西条地区）消防設備点検委託業務 教育総務課 津島電工㈱ 713,900

6 西教総委第82号 幼稚園（西条地区）消防設備点検委託業務 教育総務課 ㈲津島防災設備 34,430

7 西教総委第84号 公民館（西条地区）消防設備点検委託業務 教育総務課 ㈱イナミコーポレーション 389,950

8 西教総委第87号 青少年育成センター消防設備点検委託業務 教育総務課 津島電工㈱ 36,300

9 西教総委第88号 考古歴史館消防設備点検委託業務 教育総務課 ㈱愛徳電工 34,320

10 西教総委第89号 生涯学習の館消防設備点検委託業務 教育総務課 ㈱愛徳電工 34,430

11 西教総委第92号 東部ウイングサポートセンター消防設備点検委託業務 教育総務課 ㈱萬両設備工業所 43,670

12 西長長委第10号 西条東部地域交流センター消防設備点検委託業務 長寿介護課 ㈲津島防災設備 36,630

13 西長長委第18号 西条西部地域交流センター・西条西部児童館消防設備点検委託業務 長寿介護課 津島電工㈱ 145,200

14 西長長委第24号 創作の家消防設備点検委託業務 長寿介護課 ㈱萬両設備工業所 32,890

15 西施住委第6号 玉津団地等11棟分消防設備点検委託業務 施設管理課 ㈲予州電業舎 2,593,800

16 西西図委第15号 西条図書館消防設備点検委託業務 社会教育課 ㈱イナミコーポレーション 686,400

17 西隣大委第2号 西条市大町会館消防設備点検委託業務 人権擁護課 ㈲津島防災設備 16,060

18 西隣氷委第2号 西条市氷見交友会館消防設備点検委託業務 人権擁護課 ㈲津島防災設備 15,620

19 西消総委第11号 消防本部庁舎消防設備点検委託業務 消防本部総務課 ㈲津島防災設備 90,640

20 西保委第14号 禎瑞保育所消防設備点検委託業務 保育・幼稚園課 いずみサポート㈱　愛媛支社西条営業所 23,320

21 西ス健委第11号 西条市西条西部体育館消防設備点検委託業務 スポーツ健康課 ㈱愛徳電工 53,790

22 西ス健委第13号 西条市石鎚クライミングパークSAIJO消防設備点検委託業務 スポーツ健康課 ㈱愛徳電工 48,840

23 西子委第7号 西条児童館消防設備点検委託業務 子育て支援課 津島電工㈱ 158,400

24 西政委第3号 地域創生センター消防設備点検委託業務 政策企画課 ㈱愛徳電工 321,970

25 西ス健委第12号 西条市スポーツコミュニティセンター消防設備点検委託業務 スポーツ健康課 ㈲津島防災設備 104,280

26 西衛施委第9号 西条市ひうちクリーンセンター消防設備点検委託業務 衛生施設課 ㈱愛徳電工 189,890

27 西教総委第77号 小学校（東予地区）消防設備点検委託業務 教育総務課 アオイ社 585,200

28 西教総委第80号 中学校（東予地区）消防設備点検委託業務 教育総務課 いずみサポート㈱　愛媛支社西条営業所 241,450

29 西教総委第83号 幼稚園（東予・小松地区）消防設備点検委託業務 教育総務課 ㈱愛徳電工 71,830

30 西教総委第85号 公民館（東予地区）消防設備点検委託業務 教育総務課 いずみサポート㈱　愛媛支社西条営業所 424,050

31 西長長委第41号 東予北地域交流センター消防設備点検委託業務 長寿介護課 いずみサポート㈱　愛媛支社西条営業所 87,450

32 西長長委第53号 屋内ゲートボール場消防設備点検委託業務 長寿介護課 いずみサポート㈱　愛媛支社西条営業所 19,250

33 西長長委第31号 東予南地域交流センター消防設備点検委託業務 長寿介護課 いずみサポート㈱　愛媛支社西条営業所 87,450

34 西港委第16号 西条市1号上屋消防設備点検委託業務 港湾河川課 アオイ社 65,560

35 西東図委第4号 東予図書館消防設備点検委託業務 社会教育課 アオイ社 112,200

36 西隣北委第2号 西条市北星会館消防設備点検委託業務 人権擁護課 アオイ社 15,070

37 西隣河委第2号 西条市河北会館消防設備点検委託業務 人権擁護課 アオイ社 15,070

38 西消総委第12号 西消防署庁舎消防設備点検委託業務 消防本部総務課 アオイ社 130,460

R4
落札金額
（税込み）

R4
落札者

令和4年度 全庁業務

業　務　番　号 業　務　名 担　当　課



㋐ 消防用設備等保守点検

10%

R4
落札金額
（税込み）

R4
落札者

令和4年度 全庁業務

業　務　番　号 業　務　名 担　当　課

39 西保委第15号 東予4保育所等消防設備点検委託業務 保育・幼稚園課 いずみサポート㈱　愛媛支社西条営業所 158,950

40 西子委第8号 東予西児童館消防設備点検委託業務 子育て支援課 いずみサポート㈱　愛媛支社西条営業所 10,450

41 西子委第12号 すみれ荘消防設備点検委託業務 子育て支援課 ㈱萬両設備工業所 51,590

42 西東建住委第2号 市営住宅国安団地等消防設備点検委託業務 東予総合支所建設管理課 アオイ社 299,200

43 西衛施委第11号 西条市東部一般廃棄物最終処分場消防設備点検委託業務 衛生施設課 ㈱萬両設備工業所 105,490

44 西東総委第7号 東予総合支所消防設備点検委託業務 東予総合支所総務課 アオイ社 218,460

45 西東総委第8号 壬生川別館消防設備点検委託業務 東予総合支所総務課 いずみサポート㈱　愛媛支社西条営業所 33,550

46 西丹給委第6号 丹原学校給食センター消防設備点検委託業務 教育総務課 ㈲津島防災設備 54,780

47 西教総委第78号 小学校（丹原･小松地区）消防設備点検委託業務 教育総務課 亀川設備工業㈱ 681,670

48 西教総委第81号 中学校（丹原･小松地区）消防設備点検委託業務 教育総務課 ㈱萬両設備工業所 451,880

49 西教総委第86号 公民館（丹原･小松地区）消防設備点検委託業務 教育総務課 ㈲津島防災設備 486,640

50 西教総委第90号 佐伯記念館･郷土資料館消防設備点検委託業務 教育総務課 ㈲津島防災設備 22,440

51 西保委第16号 丹原２保育所消防設備点検委託業務 保育・幼稚園課 いずみサポート㈱　愛媛支社西条営業所 95,150

52 西子委第9号 丹原児童館消防設備点検委託業務 子育て支援課 ㈲津島防災設備 87,780

53 西丹住委第1号 北田野団地消防設備点検委託業務 丹原総合支所建設管理課 ㈱愛徳電工 42,790

54 西丹総委第21号 丹原総合支所庁舎等消防設備点検委託業務 丹原総合支所総務課 ㈲津島防災設備 268,730

55 西丹総委第22号 丹原体育館消防設備点検委託業務 丹原総合支所総務課 亀川設備工業㈱ 25,630

56 西丹農委第4号 西条市丹原農村環境改善センター消防設備点検委託業務 丹原総合支所農林水産課 ㈱萬両設備工業所 109,890

57 西教総委第93号 西部ウイングサポートセンター消防設備点検委託業務 教育総務課 ㈲津島防災設備 109,780

58 西衛施道委第7号 西条市道前クリーンセンター消防設備点検委託業務 衛生施設課 ㈱愛徳電工 213,290

59 西教総委第91号 近藤篤山旧邸消防設備点検委託業務 教育総務課 ㈲津島防災設備 22,440

60 西小給委第2号 小松学校給食センター消防設備点検委託業務 教育総務課 ㈱愛徳電工 52,360

61 西小総体委第5号 小松体育館・小松武道館消防設備点検委託業務 小松総合支所総務課 ㈱愛徳電工 53,890

62 西子委第10号 ここてらすこまつ消防設備点検委託業務 子育て支援課 ㈱愛徳電工 55,990

63 西小総委第11号 小松総合支所消防設備点検委託業務 小松総合支所総務課 ㈲津島防災設備 98,780

64 西小温図委第7号 小松温芳図書館消防設備点検委託業務 社会教育課 ㈱愛徳電工 101,310

65 西産委第6号 小松まちづくり開発センター消防設備点検委託業務 産業振興課 ㈲津島防災設備 5,280

66 西保委第17号 小松３保育所消防設備点検委託業務 保育・幼稚園課 ㈱愛徳電工 86,460

67 西小建住委第2号 宝来団地消防設備点検委託業務 小松総合支所建設管理課 ㈲津島防災設備 361,680

68 西移委第5号 お試し移住用住宅消防設備点検委託業務 移住推進課 亀川設備工業㈱ 41,250


