
委　託　委　託　委　託　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 第３回

㈱サーベイリサーチセンター　静岡事務所 3,400,000   決定

㈱ぎょうせい　東京支社 8,395,000   

セコム医療システム 辞退

アシスト㈱ 4,341,440   立会

入札書比較価格 ㈱ジャパンインターナショナル総合研究所 辞退

4,7004,7004,7004,700 千円 履行期限

H30.2.28

㈱二和工業商会 950,000     立会

㈱伊藤鐵工所 800,000     決定

㈱クリタス 辞退

入札書比較価格

1,2501,2501,2501,250 千円 履行期限

H28.9.30

㈱フジヤマ　沼津営業所 36,750,000  

昭和設計㈱　沼津営業所 37,500,000  

㈱東日 37,300,000  

服部エンジニア㈱　沼津事務所 37,000,000  

㈱中部綜合コンサルタント　沼津営業所 37,200,000  

入札書比較価格 静岡コンサルタント㈱ 36,500,000  決定

37,39137,39137,39137,391 千円 履行期限 鈴木設計㈱ 36,790,000  

電子入札 H29.1.31 不二総合コンサルタント㈱　富士支店 37,000,000  

㈱フジヤマ　沼津営業所 12,000,000  

昭和設計㈱　沼津営業所 12,400,000  

㈱東日 12,300,000  

服部エンジニア㈱　沼津事務所 12,500,000  

㈱中部綜合コンサルタント　沼津営業所 12,500,000  

入札書比較価格 静岡コンサルタント㈱ 11,800,000  決定

12,36412,36412,36412,364 千円 履行期限 鈴木設計㈱ 12,160,000  

電子入札 H29.2.28 不二総合コンサルタント㈱　富士支店 12,200,000  

㈱フジヤマ　沼津営業所 6,780,000   

昭和設計㈱　沼津営業所 7,000,000   

㈱東日 6,800,000   

服部エンジニア㈱　沼津事務所 6,800,000   

㈱中部綜合コンサルタント　沼津営業所 7,000,000   

入札書比較価格 静岡コンサルタント㈱ 6,600,000   決定

6,9406,9406,9406,940 千円 履行期限 鈴木設計㈱ 6,870,000   

電子入札 H29.3.31 不二総合コンサルタント㈱　富士支店 6,800,000   

㈱アクト 2,400,000   決定

㈱駿河調査設計 2,470,000   

㈱滝口測量設計 2,460,000   

㈲小林技建興業 2,450,000   

入札書比較価格 中央建コン㈱ 2,600,000   

2,5592,5592,5592,559 千円 履行期限

電子入札 H28.10.31

㈱アクト 7,800,000   決定

㈱駿河調査設計 8,000,000   

㈱滝口測量設計 7,950,000   

㈲小林技建興業 7,930,000   

入札書比較価格 中央建コン㈱ 7,950,000   

8,3988,3988,3988,398 千円 履行期限

電子入札 H29.2.28

新橋

東田中

鮎沢

管　第　33　号

社会資本整備総合交付金事業

箱根乙女口線電線共同溝詳細設

計業務委託

都市整備課

道路河川課

管　第　32　号

社会資本整備総合交付金事業

市道０１１５号線（２工区）橋

梁予備設計等業務委託

竈

執行平成28年7月20日 平成28年度

提  出  課

下水道課

社会福祉課

指 名 業 者

管　第　30　号

御殿場浄化センターブロワ点検

整備業務委託

駒門

町屋

管　第　29　号

御殿場市障害者計画等策定業務

委託 市内

社会資本整備総合交付金事業

（仮称）駒門スマートＩＣ測量

設計業務委託

事     　業       名

都市整備課

管　第　34　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

場内

道路河川課

管　第　31　号

農林整備課

管　第　35　号

東富士演習場内治山治水対策事

業　砂沢川地区　平塚道流路工

測量設計業務委託

場内



委　託　委　託　委　託　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 第３回

執行平成28年7月20日 平成28年度

提  出  課 指 名 業 者事     　業       名

中央開発㈱　東京支社静岡支店 2,713,000   辞退 辞退

基礎地盤コンサルタンツ㈱　静岡支店 2,800,000   辞退 辞退

大和探査技術㈱　横浜営業所 2,400,000   1,900,000 1,800,000 決定

日本物理探鑛㈱　中部支店 3,790,000   辞退 辞退

入札書比較価格

1,8001,8001,8001,800 千円 履行期限

電子入札 H28.10.31

㈱白岩設計　御殿場支店 3,740,000   決定

㈱日新技術コンサルタント　沼津出張所 4,450,000   

㈱蓮池設計　伊豆営業所 4,140,000   

㈱大場上下水道設計 4,030,000   

入札書比較価格

4,0574,0574,0574,057 千円 履行期限

電子入札 H28.10.31

㈱白岩設計　御殿場支店 1,820,000   決定

㈱日新技術コンサルタント　沼津出張所 2,210,000   

㈱蓮池設計　伊豆営業所 2,120,000   

㈱大場上下水道設計 2,130,000   

入札書比較価格

2,0302,0302,0302,030 千円 履行期限

電子入札 H29.3.10

日管㈱　御殿場支店 6,950,000   

平井工業㈱　御殿場支店 3,940,000   立会

大東電機㈱　御殿場営業所 3,930,000   決定

協立電機㈱　御殿場営業所 6,750,000   

入札書比較価格 ㈱二和工業商会 6,450,000   

6,8506,8506,8506,850 千円 履行期限 メタウォーター㈱　静岡営業所 6,660,000   

H29.1.31

日管㈱　御殿場支店 6,400,000   

平井工業㈱　御殿場支店 6,850,000   

大東電機㈱　御殿場営業所 6,900,000   

協立電機㈱　御殿場営業所 5,700,000   決定

入札書比較価格 ㈱二和工業商会 5,980,000   立会

6,0006,0006,0006,000 千円 履行期限 メタウォーター㈱　静岡営業所 6,500,000   

H28.11.30

日管㈱　御殿場支店 6,130,000   

平井工業㈱　御殿場支店 3,730,000   決定

大東電機㈱　御殿場営業所 3,930,000   立会

協立電機㈱　御殿場営業所 6,010,000   

入札書比較価格 ㈱二和工業商会 5,800,000   

5,5755,5755,5755,575 千円 履行期限 メタウォーター㈱　静岡営業所 4,650,000   

H28.11.30

駒門

水道工務課

水管第13号

自動残留塩素計更新業務委託

水道工務課

水管第10号

御殿場市工業用水道事業　管路

耐震化計画策定業務委託

水道工務課

管　第　37　号

市道０２３７号線外１路線送配

水管布設測量設計業務委託 印野

農林整備課

管　第　36　号

水位計更新業務委託

市内

水道工務課

水管第12号

水道工務課

水管第11号

二の岡

中畑北

東富士演習場内治山治水対策事

業　砂沢川地区　高畑流路工磁

気探査業務委託

場内

流量計更新業務委託

市内


