
委　託　

第11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 第３回

㈱サイン工房ＦＵＬＬ 1,530,000   決定

㈱タナカ　東京支社 無効 立会

㈱丸善グループ 辞退

西濃建設㈱ 辞退

入札書比較価格

1,560 千円 履行期限

H27.4.15

㈲駿河ビル管理 5,400,000   決定

東海ビル保善㈱ 7,740,000   

㈱カンザイ 8,448,000   

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 8,040,000   

入札書比較価格 ㈱東静ビル管理 8,160,000   

6,000 千円 履行期限 ㈱ダイケングループ　静岡支店 5,988,000   立会

H29.3.31

㈲駿河ビル管理 1,400,000   立会

東海ビル保善㈱ 1,712,000   

㈱カンザイ 1,260,000   決定

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 1,624,000   

入札書比較価格 ㈱東静ビル管理 1,516,000   

1,516 千円 履行期限

H29.3.31

㈲駿河ビル管理 15,540,000  立会

㈱富士アメニティ 16,888,000  

タフカ㈱　御殿場支店 14,600,000  決定

㈱廻天　ダスキン岩波支店 20,412,860  

東海ビル保善㈱ 22,371,000  

入札書比較価格 ㈱カンザイ 21,987,200  

19,158 千円 履行期限

H29.3.31

㈲駿河ビル管理 11,760,000  立会

㈱富士アメニティ 16,654,000  

タフカ㈱　御殿場支店 11,560,000  決定

㈱廻天　ダスキン岩波支店 22,843,820  

入札書比較価格 東海ビル保善㈱ 15,500,000  

12,238 千円 履行期限 ㈱カンザイ 22,128,000  

H29.3.31

㈲駿河ビル管理 6,560,000   立会

㈱富士アメニティ 8,011,200   

タフカ㈱　御殿場支店 5,960,000   決定

㈱廻天　ダスキン岩波支店 15,286,736  

入札書比較価格 東海ビル保善㈱ 8,056,680   

6,990 千円 履行期限 ㈱カンザイ 9,998,200   

H29.3.31

㈲駿河ビル管理 5,200,000   

㈱富士アメニティ 9,632,000   

タフカ㈱　御殿場支店 3,400,000   決定

㈱廻天　ダスキン岩波支店 8,174,992   

入札書比較価格 東海ビル保善㈱ 4,469,000   立会

4,900 千円 履行期限 ㈱カンザイ 6,282,000   

H29.3.31

御殿場総合サービス㈱ 4,713,577   立会

日本道路興運㈱　静岡営業所 4,176,000   決定

㈱ユアーズ静岡 4,800,000   

㈱セノン　静岡支社 7,900,000   

入札書比較価格 ㈱ダイケングループ　静岡支店 6,000,000   

4,683 千円 履行期限

H29.3.31

萩原

新橋

管　第　58　号

庁舎清掃管理業務委託

総務課・水道業務課

都市整備課・市民課

管　第　57　号

御殿場駅周辺施設清掃管理等業
務委託

執行平成27年2月18日 平成26年度

萩原

総務課

提  出  課

総務課・水道業務課

総務課

指 名 業 者

管　第　55　号

庁舎設備保守管理業務委託

管　第　56　号

庁舎環境衛生管理業務委託

事     　業       名

萩原

管　第　54　号

静岡県御殿場市・小山町県議会
議員選挙
ポスター掲示板借上げ・設置・
管理・撤去業務委託

市内

救急医療課・健康推進課

管　第　59　号

保健センター・救急医療セン
ター清掃管理業務委託 西田中

社会教育課

管　第　60　号

図書館清掃管理業務委託
萩原

財政課

管　第　61　号

集中管理車管理業務委託
萩原



委　託　

第11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 第３回

執行平成27年2月18日 平成26年度

提  出  課 指 名 業 者事     　業       名

㈲駿河ビル管理 7,880,000   

東海ビル保善㈱ 1,790,000   立会

菱友冷熱㈱ 1,381,000   決定

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 1,796,000   

入札書比較価格

2,974 千円 履行期限

H29.3.31

高森商事㈱ 7,680,000   

㈱東海衛生 辞退

㈲東富士クリーンサービス 7,200,000   決定

㈱クリーンタウン 7,440,000   立会

入札書比較価格 ㈱勝又商事 7,680,000   

7,373 千円 ㈲マルコ― 7,560,000   

履行期限 ㈱タカダ産業 7,692,000   

H28.3.31 ㈱御殿場衛生社 辞退

芝浦セムテック㈱ 6,808,800   

東海プラント㈱ 6,519,000   立会

東邦化工建設㈱ 6,330,000   決定

伊豆総業㈱ 7,100,000   

入札書比較価格 立華㈱ 7,140,000   

6,369 千円 履行期限 ㈱東洋検査センター 6,670,000   

H28.3.31 ㈱環境計量センター 6,580,000   

芝浦セムテック㈱ 1,706,700   

東海プラント㈱ 1,785,600   

東邦化工建設㈱ 1,570,000   立会

伊豆総業㈱ 1,835,000   

入札書比較価格 立華㈱ 1,917,000   

1,590 千円 履行期限 ㈱東洋検査センター 1,596,000   

H28.3.31 ㈱環境計量センター 1,538,400   決定

芝浦セムテック㈱ 982,600     決定

東海プラント㈱ 1,382,000   立会

東邦化工建設㈱ 2,640,000   

伊豆総業㈱ 2,702,000   

入札書比較価格 立華㈱ 2,543,000   

1,295 千円 履行期限 ㈱東洋検査センター 1,877,000   

H28.3.31 ㈱環境計量センター 1,668,200   

㈱御殿場印刷所 16,307,574  15,900,000 15,500,000 決定

㈲戸塚印刷所 辞退

エビス合同会社 30,560,020  無効 辞退 立会

入札書比較価格

15,710 千円 履行期限

H28.3.31

静岡日電ビジネス㈱　沼津支店 2,007,400   決定

東名電設㈱ 2,118,300   立会

日興通信㈱　沼津支店 2,258,800   

入札書比較価格

2,204 千円 履行期限

H28.3.31

ＪＦＥ条鋼㈱　水島製造所 1,792,000   決定

野村興産㈱ 2,744,000   立会

㈱リフレックス 3,360,000   

入札書比較価格

1,876 千円 履行期限

H28.3.31

リサイクル推進課

管　第　63　号

再資源化品拠点回収業務委託
市内

下水道課

管　第　64　号

平成２７年度浄化センター外２
施設水質・汚泥検査業務委託

竃
清後

富士見原

リサイクル推進課

管　第　66　号

総務課

管　第　62　号

空調設備等保守管理業務委託
萩原

一般廃棄物最終処分場水質等検
査業務委託 板妻

環境課

管　第　65　号

秘書広報課・議事課

管　第　67　号

広報ごてんば及び市議会だより
印刷業務委託（単価契約） 萩原

危機管理課

管　第　68　号

同報無線（固定系）戸別受信機
保守点検業務委託（単価契約） 市内

リサイクル推進課

管　第　69　号

廃乾電池収集運搬処理業務委託
（単価契約） 板妻

平成２７年度河川環境調査業務
委託 市内


