
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

㈱蒼設計 31,000,000  

㈲梶原建築設計事務所 31,500,000  

㈱日建築設計事務所 29,000,000  

㈲フジ建築設計事務所 11,900,000  決定

入札書比較価格 ㈱池田建築設計事務所　御殿場営業所 19,500,000  

30,190 千円 履行期限 ㈱植野建築設計事務所　御殿場事務所 20,500,000  

電子入札 H30.5.31 ㈱金丸建築設計事務所　御殿場事務所 28,800,000  

㈱蒼設計 13,000,000  

㈲梶原建築設計事務所 10,450,000  決定

㈲勝又重春設計事務所 13,900,000  

㈱日建築設計事務所 11,000,000  

㈲フジ建築設計事務所 12,870,000  

入札書比較価格 勝又貞建築設計事務所 14,280,000  

15,688 千円 履行期限

電子入札 H30.6.29

㈱アクト 7,730,000   

㈱駿河調査設計 7,550,000   決定

㈱滝口測量設計 7,700,000   

㈲小林技建興業 7,620,000   

中央建コン㈱ 8,000,000   

入札書比較価格

8,250 千円 履行期限

電子入札 H30.3.31

㈱フジヤマ　沼津営業所 15,000,000  

不二総合コンサルタント㈱　富士支店 14,900,000  

㈱パスコ　静岡支店 18,000,000  

玉野総合コンサルタント㈱　沼津事務所 15,200,000  

㈱八州　静岡営業所 16,707,000  

入札書比較価格 ㈱協同測量社　関東支社 14,100,000  決定

14,819 千円 履行期限

電子入札 H30.3.20

㈱フジヤマ　沼津営業所 12,800,000  

昭和設計㈱　沼津営業所 12,900,000  

㈱東日 12,800,000  

服部エンジニア㈱　沼津事務所 12,800,000  

㈱中部綜合コンサルタント　沼津営業所 13,000,000  

入札書比較価格 静岡コンサルタント㈱ 12,500,000  決定

13,460 千円 履行期限 鈴木設計㈱ 12,620,000  

電子入札 H30.1.31 不二総合コンサルタント㈱　富士支店 12,700,000  

㈱ウエスコ　東京支社 8,150,000   

㈱五星　東京支社 6,900,000   立会

㈱ＮＪＳ　静岡事務所 6,400,000   決定

入札書比較価格 （制限付き一般競争入札）

7,200 千円 履行期限

H30.3.16

川島田

管　第　13　号

平成２９年度　国土調査（地籍
調査）測量業務委託

国土調査課

教育総務課

管　第　12　号

原里中学校敷地拡張計画に伴う
測量設計業務委託

印野
二子
沼田
中山

社会資本整備総合交付金事業
市道０１１５号線（２工区）橋
梁詳細設計業務委託

執行平成29年6月6日 平成29年度

提  出  課

教育総務課

管　第　14　号

指 名 業 者

管　第　10　号

南中学校校舎改修工事設計業務
委託

中山
富士岡小学校屋外プール改築工
事設計業務委託

事     　業       名

萩原

東田中

教育総務課

管　第　11　号

下水道課

管　第　15　号

御殿場市公設浄化槽整備事業Ｐ
ＦＩ事業導入可能性調査 市内

道路河川課



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

執行平成29年6月6日 平成29年度

提  出  課 指 名 業 者事     　業       名

㈱サーベイリサーチセンター 静岡事務所 2,440,000   

㈱地域まちづくり研究所 2,756,000   

玉野総合コンサルタント㈱　沼津事務所 2,800,000   

㈱地域デザイン研究所 1,850,000   決定

入札書比較価格 昭和㈱　静岡支社 3,000,000   

2,600 千円 履行期限

電子入札 H30.3.31

㈱フジヤマ　沼津営業所 2,700,000   

昭和設計㈱　沼津営業所 2,320,000   

㈱パスコ　静岡支店 2,000,000   

国際航業㈱　静岡支店 2,150,000   

アジア航測㈱　静岡支店 1,870,000   決定

入札書比較価格

1,980 千円 履行期限

電子入札 H30.2.28

ジェイアール東海コンサルタンツ㈱　静岡営業所 1,960,000   

日本交通技術㈱　静岡営業所 1,700,000   決定

㈱トーニチコンサルタント　静岡事務所 2,070,000   

入札書比較価格

1,820 千円 履行期限

電子入札 H30.3.16

㈱岡電 1,230,000   決定

㈱山本照明 1,318,000   

㈱益山電気工事 1,310,000   

㈱内海電機商会 失格

入札書比較価格 ㈱下電工 1,700,000   

1,290 千円 履行期限 ㈱Ｊ－ライト 2,200,000   

電子入札 H29.9.1

日管㈱　御殿場支店 3,175,000   

東海ビル保善㈱ 2,100,000   

菱友冷熱㈱ 1,185,000   決定

菱和設備㈱　沼津支店 3,440,000   

入札書比較価格 ㈱日本空調東海　東部営業所 1,869,000   立会

1,607 千円 履行期限 ㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 1,980,000   

H29.9.30

㈲駿河ビル管理 1,656,594   決定

㈱富士アメニティ 辞退

タフカ㈱　御殿場支店 1,840,000   

東海ビル保善㈱ 1,760,000   立会

入札書比較価格 ㈱カンザイ 1,886,000   

1,707 千円 履行期限 ㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 2,000,000   

H29.11.30

富士岡

教育総務課

管　第　21　号

中央公園防犯灯設置業務委託

管理維持課

管　第　18　号

ＪＲ跨線橋点検協議資料作成業
務委託

建築住宅課

管　第　17　号

御殿場市家屋建物分析業務委託
市内

くらしの安全課

管　第　16　号

御殿場市消費者教育推進計画策
定業務委託 萩原

各小学校・中学校屋上及び窓ガ
ラス清掃業務委託 市内

教育総務
課・保育幼

稚園課

管　第　20　号

公園緑地課

管　第　19　号

西田中

各小学校・中学校・幼稚園空調
機保守点検業務委託 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

執行平成29年6月6日 平成29年度

提  出  課 指 名 業 者事     　業       名

フジ地中情報㈱　静岡営業所 6,778,000   

㈱サンリーク　静岡支店 6,020,000   立会

水道テクニカルサービス㈱ 6,200,000   

㈱リクチ漏水調査 6,300,000   

入札書比較価格 地中エンジニアリング㈱ 5,800,000   決定

6,170 千円 履行期限

H29.10.31

日管㈱　御殿場支店 15,900,000  

平井工業㈱　御殿場支店 10,200,000  立会

大東電機㈱　御殿場営業所 9,200,000   決定

協立電機㈱　御殿場営業所 12,200,000  

入札書比較価格 ㈱二和工業商会 14,200,000  

14,660 千円 履行期限 メタウォーター㈱　　静岡営業所 14,200,000  

H29.11.30

㈱アクト 5,000,000   決定

㈱駿河調査設計 5,150,000   

㈱滝口測量設計 5,150,000   

㈲小林技建興業 5,150,000   

入札書比較価格 中央建コン㈱ 5,400,000   

5,458 千円 履行期限 ㈱白岩設計　御殿場支店 5,090,000   

電子入札 H29.9.29

㈱白岩設計　御殿場支店 16,900,000  決定

㈱日新技術コンサルタント　沼津出張所 17,600,000  

㈱蓮池設計　伊豆営業所 17,950,000  

㈱大場上下水道設計 17,100,000  

入札書比較価格

17,647 千円 履行期限

電子入札 H30.3.30

中畑西

上水道課

水管第5号

市道０１３３号線外１路線配水
管布設替工事測量設計業務委託 竈

漏水調査業務委託

上水道課

上水道課

水管第4号

滅菌機更新業務委託（二の岡・
沼田配水場）

水管第3号

東田中
沼田

上水道課

水管第6号

大子山配水場建設工事実施設計
業務委託

市内


