
委　託　

第3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

㈱丹青社 71,000,000  決定

㈱乃村工藝社 73,300,000  立会

㈱トータルメディア開発研究所 75,300,000  

㈱ムラヤマ 75,000,000  

㈱日展 辞退

入札書比較価格

73,500 千円 履行期限

H28.1.29

㈱フジヤマ　沼津営業所 5,500,000   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　 5,000,000   決定

玉野総合コンサルタント株式会社　静岡支店 5,780,000   

㈱パスコ　静岡支店 6,800,000   

入札書比較価格 ㈱協同測量社　東京支社 5,680,000   

5,363 千円 履行期限

H28.1.20

オリジナル設計㈱　静岡東部営業所 2,400,000   立会

㈱パスコ　静岡支店 1,490,000   決定

朝日航洋㈱　静岡支店 2,500,000   

㈱ぎょうせい 8,600,000   

入札書比較価格

2,760 千円 履行期限

H28.2.26

高森商事㈱ 3,762,400   立会

㈱勝又商事 3,898,600   

㈱東海衛生 4,292,900   

㈱タカダ産業 3,855,900   

入札書比較価格 ㈱クリーンタウン 3,634,000   決定

3,695 千円 履行期限 ㈲マルコ― 4,014,700   

H28.3.31 ㈲東富士クリーンサービス 4,118,000   

㈱御殿場印刷所 2,300,000   

㈲戸塚印刷所 1,835,460   決定

エビス合同会社 2,234,360   立会

入札書比較価格

2,347 千円 履行期限

H27.11.19

㈱地域まちづくり研究所 1,814,000   決定

㈱サーベイリサーチセンター　静岡事務所 辞退

㈱地域デザイン研究所 1,840,000   立会

㈱ぎょうせい 辞退

入札書比較価格

1,851 千円 履行期限

H27.12.25

商工観光課

管　第　23　号

御殿場市観光戦略プラン策定に
係る調査分析業務委託 萩原

公共施設産業廃棄物収集処分業
務委託 市内

魅力発信課

管　第　22　号

平成２８年版市政カレンダー印
刷業務 萩原

指 名 業 者

管　第　18　号

高根中郷館常設展示室改修業務
委託

管　第　19　号

国土調査（地籍調査）一筆地調
査業務委託

事     　業       名

印野

執行平成27年6月17日 平成27年度

山之尻

地籍調査課

提  出  課

市民協働課

市内

下水道課

管　第　20　号

御殿場市公共下水道事業等地方
公営
企業法適用に係る基礎調査及び
基本計画作成業務委託

総務課

管　第　21　号



委　託　

第3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
指 名 業 者事     　業       名

執行平成27年6月17日 平成27年度

提  出  課

㈱計測工房 1,394,000   決定

㈱アールビーズ 2,590,200   立会

㈱ファインシステム 4,500,000   

入札書比較価格

1,394 千円 履行期限

H27.8.2

㈲駿河ビル管理 1,550,000   立会

㈱富士アメニティ 辞退

タフカ㈱　御殿場支店 1,364,000   決定

㈱廻天　ダスキン岩波支店 辞退

入札書比較価格

1,373 千円 履行期限

H27.11.30

㈱サイエンス 無効

㈱日本テクノ 844,000     立会

㈱静環検査センター 744,000     決定

㈱環境計量センター 990,000     

入札書比較価格 中外テクノス㈱　静岡出張所 940,000     

1,100 千円 履行期限

H28.3.15

㈱蒼設計 14,900,000  

㈲梶原建築設計事務所 13,500,000  決定

㈲勝又重春設計事務所 14,500,000  

㈱日建築設計事務所 14,000,000  

㈲フジ建築設計事務所 14,000,000  

勝又貞建築設計事務所 14,950,000  

入札書比較価格 住設計事務所㈱ 13,950,000  立会

14,623 千円 履行期限

H28.3.18

㈱蒼設計 14,000,000  

㈲梶原建築設計事務所 14,000,000  

㈲勝又重春設計事務所 12,900,000  

㈱日建築設計事務所 9,800,000   決定

入札書比較価格 ㈲フジ建築設計事務所 13,500,000  

14,552 千円 履行期限 勝又貞建築設計事務所 10,780,000  立会

H28.5.31 住設計事務所㈱ 11,500,000  

㈱蒼設計 15,000,000  

㈲梶原建築設計事務所 14,500,000  

㈲勝又重春設計事務所 10,300,000  決定

㈱日建築設計事務所 12,280,000  立会

入札書比較価格 ㈲フジ建築設計事務所 13,450,000  

勝又貞建築設計事務所 15,850,000  

住設計事務所㈱ 14,000,000  

14,590 千円 履行期限 ㈱池田建築設計事務所　御殿場営業所 13,800,000  

H28.3.31 ㈱金丸建築設計事務所　御殿場事務所 14,400,000  

教育総務
課

・子ども
育成課

管　第　25　号

都市整備課

管　第　29　号

秩父宮記念公園（第２期）建築
基本設計業務委託 東田中

朝日小学校屋外プール改築工事
設計業務委託 川島田

教育総務課

管　第　27　号

環境課

管　第　26　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　28　号

神山小学校校舎改修工事設計業
務委託 神山

各小・中・幼稚園屋上及び窓ガ
ラス清掃業務委託 市内

文化スポーツ課

管　第　24　号

秩父宮記念　第４０回富士登山
駅伝
競走大会タイム計測業務委託

市内



委　託　

第3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
指 名 業 者事     　業       名

執行平成27年6月17日 平成27年度

提  出  課

㈱フジヤマ　沼津営業所 18,300,000  

不二総合コンサルタント㈱　富士支店 17,900,000  立会

㈱パスコ　静岡支店 18,900,000  

㈲パル文化財研究所 19,000,000  

入札書比較価格 ㈱イビソク　静岡営業所 18,500,000  

18,218 千円 履行期限 国際文化財㈱　静岡営業所 17,500,000  決定

H28.3.15

㈱アクト 3,330,000   決定

㈱駿河調査設計 3,400,000   

㈱滝口測量設計 3,400,000   

㈲小林技建興業 3,400,000   

入札書比較価格 中央建コン㈱ 3,400,000   

3,510 千円 履行期限 ㈲東富士コンサルタント 3,520,000   

電子入札 H28.3.15 ㈱フジ技興測量設計 3,390,000   

ジェイアール東海コンサルタンツ㈱　静岡営業所 9,300,000   

日本交通技術㈱　静岡営業所 9,200,000   決定

㈱トーニチコンサルタント　静岡事務所 11,640,000  

中日本建設コンサルタント㈱　静岡事務所 11,200,000  

入札書比較価格 大日コンサルタント㈱　静岡事務 12,000,000  

10,240 千円 履行期限

電子入札 H28.3.15

静岡コンサルタント㈱ 4,600,000   決定

服部エンジニア㈱　沼津事務所 4,830,000   

㈱フジヤマ　沼津営業所 4,800,000   

㈱東日 4,800,000   

入札書比較価格 不二総合コンサルタント㈱　富士支店 4,750,000   

4,760 千円 履行期限

電子入札 H28.3.15

㈱アクト 2,280,000   決定

㈱駿河調査設計 2,350,000   

㈱滝口測量設計 2,370,000   

㈲小林技建興業 2,360,000   

入札書比較価格 中央建コン㈱ 2,400,000   

2,408 千円 履行期限

電子入札 H27.12.25

㈱アクト 22,490,000  

㈱駿河調査設計 22,000,000  決定

㈱滝口測量設計 22,200,000  

㈲小林技建興業 22,150,000  

入札書比較価格 中央建コン㈱ 22,500,000  

22,730 千円 履行期限

電子入札 H28.3.15

企画課

管　第　35　号

（仮称）市民の森づくり・クロ
スカントリーコース整備事業測
量調査業務委託

中畑・
仁杉

都市整備課

管　第　30　号

社会資本整備総合交付金事業
箱根乙女口線埋蔵文化財調査業
務委託

新橋

都市整備課

管　第　34　号

社会資本整備総合交付金事業
箱根乙女口広場物件調査業務委
託

新橋

都市整備課

管　第　33　号

箱根乙女口線電線共同溝予備設
計業務委託 新橋

都市整備課

管　第　32　号

社会資本整備総合交付金事業
箱根乙女口広場エレベータ及び
階段詳細設計業務委託

新橋

都市整備課

管　第　31　号

秩父宮記念公園整備事業（第２
期）用地測量業務委託 東田中



委　託　

第3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
指 名 業 者事     　業       名

執行平成27年6月17日 平成27年度

提  出  課

㈱アクト 1,400,000   決定

㈱駿河調査設計 1,500,000   

㈱滝口測量設計 1,480,000   

㈲小林技建興業 1,450,000   

入札書比較価格 中央建コン㈱ 1,480,000   

1,487 千円 履行期限

電子入札 H27.12.25

㈲日基礎調査 910,000     860,000

土屋産業㈱ 1,000,000   辞退

㈱ジーベック　沼津営業所 850,000     800,000 決定

㈱富士和　沼津支店 890,000     830,000

入札書比較価格 日本エルダルト㈱　東部営業所 900,000     820,000

830 千円 履行期限

電子入札 H27.12.25

日管㈱　御殿場支店 6,900,000   立会

平井工業㈱　御殿場支店 7,350,000   

大東電機㈱　御殿場営業所 7,050,000   

協立電機㈱　御殿場営業所 6,400,000   決定

入札書比較価格 ㈱二和工業商会 7,420,000   

6,812 千円 履行期限 メタウォーター㈱　　静岡営業所 6,970,000   

H27.9.30

日管㈱　御殿場支店 3,700,000   

平井工業㈱　御殿場支店 3,550,000   

大東電機㈱　御殿場営業所 3,630,000   

協立電機㈱　御殿場営業所 3,530,000   立会

入札書比較価格 ㈱二和工業商会 3,810,000   

3,595 千円 履行期限 メタウォーター㈱　　静岡営業所 3,280,000   決定

H27.9.30

日管㈱　御殿場支店 6,690,000   立会

平井工業㈱　御殿場支店 無効

大東電機㈱　御殿場営業所 6,440,000   決定

協立電機㈱　御殿場営業所 7,300,000   

入札書比較価格 ㈱二和工業商会 6,980,000   

7,130 千円 履行期限 メタウォーター㈱　　静岡営業所 6,840,000   

H27.11.30

都市整備課

管　第　37　号

社会資本整備総合交付金事業
市道０１１５号線土質調査業務
委託

新橋

水道工務課

水管　第　７　号

滅菌機更新業務委託（仁杉配水
場） 仁杉

水道工務課

水管　第　５　号

流量計更新業務委託
市内

水道工務課

水管　第　６　号

水位計点検業務委託
市内

都市整備課

管　第　36　号

社会資本整備総合交付金事業
市道０１１５号線物件調査業務
委託

新橋


