
委　託　

第３回 入札明細書 単位:　円

事　業

箇　所 第１回 第２回 第３回

昭和設計㈱　沼津営業所 22,500,000  

㈱東日 20,300,000  

㈱フジヤマ　沼津営業所 19,840,000  立会

不二総合コンサルタント㈱　富士支店 20,100,000  

入札書比較価格 中央コンサルタンツ㈱　静岡事務所 20,120,000  

21,850 千円 履行期限 昭和㈱　静岡支社 19,400,000  決定

H27.3.31

㈱アクト 1,400,000   決定

㈱駿河調査設計 1,450,000   立会

㈱滝口測量設計 1,480,000   

㈲小林技建興業 1,550,000   

入札書比較価格 中央建コン㈱ 1,580,000   

1,490 千円 履行期限

H27.3.31

㈲日基礎調査 4,730,000   

土屋産業㈱ 4,780,000   

㈱ジーベック　沼津営業所 4,750,000   

㈱富士和　沼津支店 4,700,000   立会

入札書比較価格 日本エルダルト㈱　東部営業所 4,500,000   決定

4,800 千円 履行期限

H27.3.31

㈱フジヤマ　沼津営業所 7,650,000   立会

㈱東日 7,800,000   

ニチレキ㈱　静岡営業所 7,400,000   決定

国際航業㈱　静岡支店 9,000,000   

入札書比較価格 ㈱パスコ　静岡支店 12,750,000  

8,320 千円 履行期限

H27.1.30

㈱フジヤマ　沼津営業所 5,050,000   辞退 立会

公益社団法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会　 無効 4,100,000 決定

玉野総合コンサルタント株式会社　静岡支店 5,800,000   辞退

株式会社パスコ　静岡支店 7,800,000   辞退

入札書比較価格 株式会社協同測量社　東京支社 5,420,000   辞退

4,185 千円 履行期限

H27.1.20

入   札  （見　積）　金   額

管　第　18　号

市内

新橋・萩原

管　第　19　号

社会資本整備総合交付金事業
道路ストック舗装調査業務委託

道路河川課

都市整備課

市道０１１５号線（３工区）地
質調査業務委託

執行平成26年6月24日 平成２６年

新橋

都市整備課

提  出  課

都市整備課

指 名 業 者

管　第　16　号

社会資本整備総合交付金事業
箱根乙女口線詳細設計業務委託

管　第　17　号

市道０１１５号線（３工区）道
路予備設計業務委託

事     　業       名

新橋・萩原

地籍調査課

管　第　20　号

国土調査（地籍調査）一筆地調
査業務委託 中山・二子の各一部



委　託　

第３回 入札明細書 単位:　円

事　業

箇　所 第１回 第２回 第３回

入   札  （見　積）　金   額

執行平成26年6月24日 平成２６年

提  出  課 指 名 業 者事     　業       名

オリジナル設計株式会社　静岡東部営業所 2,400,000   決定

株式会社日水コン　静岡事務所 15,000,000  

日本水工設計株式会社　静岡事務所 3,500,000   立会

株式会社東京設計事務所　静岡事務所 3,500,000   

入札書比較価格 日本上下水道設計株式会社　静岡事務所 6,000,000   

2,540 千円 履行期限 中日本建設コンサルタント株式会社　静岡事務所 3,560,000   

H27.1.30

㈲日基礎調査 2,150,000   決定

土屋産業㈱ 2,300,000   

㈱ジーベック　沼津営業所 2,350,000   

㈱富士和　沼津支店 2,300,000   

入札書比較価格 日本エルダルト㈱　東部営業所 2,200,000   立会

2,252 千円 履行期限

H26.10.31

㈱フジヤマ　沼津営業所 1,980,000   

玉野総合コンサルタント㈱　静岡支店 1,750,000   決定

昭和㈱　静岡支社 2,000,000   

㈱地域まちづくり研究所 1,860,000   立会

入札書比較価格 ㈱地域デザイン研究所 辞退

1,851 千円 履行期限

H27.3.25

㈱サイエンス 850,000     決定

㈱日本テクノ 964,000     

㈱静環検査センター 1,040,000   

中外テクノス㈱　静岡出張所 880,000     立会

入札書比較価格

960 千円 履行期限

H27.3.31

㈱富士アメニティ 辞退

㈲駿河ビル管理 984,000     立会

御殿場総合サービス㈱ 7,100,000   

タフカ㈱　御殿場支店　 925,660     決定

入札書比較価格

1,556 千円 履行期限

（小942、中513、幼101） H26.11.30

環境課

管　第　24　号

自動車騒音常時監視に係る騒音
調査及び面的評価業務委託 市内

教育総務課

管　第　25　号

各小学校・中学校・幼稚園屋上
及び窓ガラス清掃業務委託 市内

下水道課

管　第　21　号

御殿場市公設浄化槽整備事業に
伴う検討資料作成業務委託 中畑

都市計画課

管　第　23　号

新東名ＩＣ周辺土地利用可能性
調査業務委託 市内

管理維持課

管　第　22　号

地域の元気臨時交付金道路整備
事業
市道０１３３号線外２路線土質
調査業務委託

東山



委　託　

第３回 入札明細書 単位:　円

事　業

箇　所 第１回 第２回 第３回

入   札  （見　積）　金   額

執行平成26年6月24日 平成２６年

提  出  課 指 名 業 者事     　業       名

日管㈱　御殿場支店 3,710,000   

平井工業㈱　御殿場支店 3,450,000   

大東電機㈱　御殿場営業所 3,660,000   

協立電機㈱ 3,400,000   立会

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 3,250,000   決定

3,412 千円 履行期限

H26.8.29

フジ地中情報㈱　静岡営業所 5,400,000   

㈱サンリーク　静岡支店 失格

㈱リクチ漏水調査 5,200,000   立会

地中エンジニアリング㈱ 4,500,000   決定

入札書比較価格 水道テクニカルサービス㈱ 5,250,000   

5,060 千円 履行期限

H26.11.28

㈱白岩設計　御殿場支店 2,700,000   決定

㈱日新技術コンサルタント　沼津出張所 3,672,000   

㈱蓮池設計 2,900,000   立会

㈱大場上下水道設計 3,000,000   

入札書比較価格

3,288 千円 履行期限

H26.10.1

日管㈱　御殿場支店 13,470,000  

平井工業㈱　御殿場支店 13,450,000  立会

大東電機㈱　御殿場営業所 12,200,000  決定

協立電機㈱ 14,100,000  

入札書比較価格 水研化学工業㈱　静岡営業所 14,300,000  

13,074 千円 履行期限 メタウォーター㈱　静岡営業所 13,900,000  

H26.12.12

水道工務課

水管　第　5　号

漏水調査業務委託
市内

水道工務課

水管　第　4　号

水道工務課

水管　第　6号

県道沼津小山線配水管布設替測
量設計業務委託 萩原・湯沢

水道工務課

水管　第　7　号

滅菌機更新業務委託（大子山・
高根第３配水場） 中畑・柴怒田

流量計点検業務委託
市内


