
委　託　

第４回 入札明細書 単位:　円

事　業 入   札  （見　積）　金   額

箇　所 第１回 第２回

昭和設計㈱　沼津営業所 11,500,000 

㈱フジヤマ　沼津営業所 10,700,000 決定

服部エンジニア㈱　沼津事務所 11,000,000 

静岡コンサルタント㈱ 10,900,000 立会

入札書比較価格 玉野総合コンサルタント㈱　静岡支店 14,900,000 

11,500 千円 履行期限

H27.3.25

中央建コン㈱ 7,700,000  

㈱フジヤマ　沼津営業所 7,700,000  

㈱東海建設コンサルタント 7,700,000  

伸東測量設計㈱ 7,700,000  立会

入札書比較価格 静岡コンサルタント㈱ 7,500,000  決定

7,930 千円 履行期限

H26.11.28

㈱アクト 6,500,000  立会

㈱駿河調査設計 6,500,000  

㈱滝口測量設計 6,400,000  決定

㈲小林技建興業 6,550,000  

入札書比較価格 中央建コン㈱ 6,550,000  

6,567 千円 履行期限

H26.12.26

㈱アクト 4,800,000  決定

㈱駿河調査設計 5,000,000  

㈱滝口測量設計 4,966,000  

㈲小林技建興業 4,920,000  

入札書比較価格 中央建コン㈱ 4,900,000  立会

5,096 千円 履行期限

H27.1.30

㈱アクト 5,620,000  

㈱駿河調査設計 5,370,000  

㈱滝口測量設計 5,250,000  決定

㈱小林技建興業 5,380,000  

入札書比較価格 中央建コン㈱ 5,360,000  立会

5,539 千円 履行期限

H27.2.27

東山

山之尻

管　第　29　号

社会資本整備総合交付金事業
市道０１１４号線（２工区）測
量設計業務委託

道路河川課

道路河川課

管　第　28　号

地域の元気臨時交付金事業
市道０２１１号線物件調査業務
委託

執行平成26年7月17日 平成２６年

東田中

道路河川課

提  出  課

都市整備課

指 名 業 者

管　第　26　号

社会資本整備総合交付金事業
秩父宮記念公園整備事業（第２
期）実施設計業務委託

管　第　27　号

社会資本整備総合交付金事業
市道０２５２号線（無名橋）外
２橋橋梁長寿命化設計業務委託

事     　業       名

神場外

農林整備課

管　第　30　号

東富士演習場内治山治水対策事
業砂沢川地区　高畑流路工測量
設計業務委託

場内



委　託　

第４回 入札明細書 単位:　円

事　業 入   札  （見　積）　金   額

箇　所 第１回 第２回

執行平成26年7月17日 平成２６年

提  出  課 指 名 業 者事     　業       名

㈱エイコウサービス 2,970,000  立会

㈱小林保全 3,100,000  

クリーンサービス㈱ 2,900,000  決定

オリエント工業㈲ 3,050,000  

入札書比較価格

3,156 千円 履行期限

H27.2.2

㈱データベース　静岡営業所 辞退

㈱カツマタ 5,900,000  5,630,000 立会

㈱近藤建設 6,050,000  6,000,000

松林工業薬品㈱ 5,700,000  5,600,000 決定

入札書比較価格 ㈲サカモト 6,180,000  辞退

5,610 千円 履行期限 水研化学工業㈱　静岡営業所 6,500,000  辞退

H27.2.28

新生マイクロ写真㈱ 1,775,000  立会

㈱工業複写センター 1,768,000  決定

㈲ティーディードキュメント・サービス 1,889,000  

㈱ムサシ　静岡営業所 失格

入札書比較価格

1,851 千円 履行期限

H27.2.27

㈱サーベイリサーチセンター　静岡事務所 不調

㈱名豊

㈱ジャパンインターナショナル総合研究所

㈱アールピーアイ栃木

入札書比較価格

千円 履行期限

H28.3.31

エビス合同会社 2,049,300  立会

㈲戸塚印刷所 2,040,390  決定

入札書比較価格

2,227 千円 履行期限

H26.11.20

社会福祉課

管　第　34　号

第３次御殿場市地域福祉計画策
定業務委託 萩原

秘書広報課

管　第　35　号

平成２７年版市政カレンダー印
刷製本業務 市内

下水道課

管　第　31　号

平成２６年度緊急輸送路市道４
５１８号線周辺管渠点検清掃業
務委託

川島田

総務課

管　第　33　号

永年保存文書マイクロフィルム
撮影及びデジタル化業務委託
（単価契約）

萩原

下水道課

管　第　32　号

御殿場浄化センター脱臭剤交換
業務委託 竈



委　託　

第４回 入札明細書 単位:　円

事　業 入   札  （見　積）　金   額

箇　所 第１回 第２回

執行平成26年7月17日 平成２６年

提  出  課 指 名 業 者事     　業       名

日管㈱　御殿場支店 5,730,000  

平井工業㈱　御殿場支店 5,150,000  決定

大東電機㈱　御殿場営業所 5,550,000  

メタウォーター㈱　静岡営業所 6,050,000  

入札書比較価格 協立電機㈱ 5,850,000  

5,545 千円 履行期限 ㈱二和工業商会 5,450,000  立会

H26.12.26

日管㈱　御殿場支店 7,600,000  辞退

平井工業㈱　御殿場支店 6,600,000  辞退

大東電機㈱　御殿場営業所 6,680,000  辞退

メタウォーター㈱　静岡営業所 7,280,000  辞退

入札書比較価格 協立電機㈱ 5,900,000  5,200,000 決定

5,664 千円 履行期限 ㈱二和工業商会 7,580,000  5,830,000 立会

H26.12.26

㈱白岩設計　御殿場支店 6,000,000  決定

㈱日新技術コンサルタント　沼津出張所 7,090,000  

㈱蓮池設計 6,800,000  立会

㈱大場上下水道設計 7,050,000  

入札書比較価格

6,570 千円 履行期限

H27.2.20

日管㈱　御殿場支店 3,540,000  立会

平井工業㈱　御殿場支店 3,600,000  

大東電機㈱　御殿場営業所 3,260,000  決定

メタウォーター㈱　静岡営業所 3,550,000  

入札書比較価格 協立電機㈱ 3,700,000  

3,420 千円 履行期限 水研化学工業㈱　静岡営業所 3,600,000  

H27.1.31

水道工務課

水管　第　9　号

流量計更新業務委託
市内

水道工務課

水管　第　8　号

水道工務課

水管　第　10　号

御殿場市水道事業
老朽管更新事業計画策定業務委
託

市内

水道工務課

水管　第　11　号

自動残留塩素計更新業務委託
永塚

水位計更新業務委託
市内


