
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

㈱蒼設計 34,000,000  

㈲梶原建築設計事務所 34,500,000  

㈱日建築設計事務所 32,800,000  

㈲フジ建築設計事務所 35,700,000  

入札書比較価格 ㈱池田建築設計事務所　御殿場営業所 23,000,000  決定

33,358 千円 履行期限 ㈱植野建築設計事務所　御殿場事務所 35,000,000  

電子入札 H30.8.31 ㈱金丸建築設計事務所　御殿場事務所 34,200,000  

㈱蒼設計 3,000,000   

㈲梶原建築設計事務所 32,000,000  

㈱日建築設計事務所 7,550,000   

㈲フジ建築設計事務所 1,980,000   決定

㈱池田建築設計事務所　御殿場営業所 3,000,000   

入札書比較価格 ㈱植野建築設計事務所　御殿場事務所 4,000,000   

3,000 千円 履行期限 ㈱金丸建築設計事務所　御殿場事務所 3,100,000   

電子入札 H29.11.30

玉野総合コンサルタント㈱　沼津事務所 18,500,000  

国際航業㈱　静岡支店 16,000,000  決定

朝日航洋㈱　静岡支店 18,200,000  

㈱パスコ　静岡支店 18,000,000  

中日本航空㈱　静岡支店 辞退

入札書比較価格 アジア航測株式会社　静岡支店 18,000,000  

16,900 千円 履行期限

電子入札 H30.6.30

オリジナル設計㈱　静岡東部営業所 11,000,000  決定

㈱日水コン　静岡事務所 12,800,000  

㈱極東技工コンサルタント　静岡事務所 13,110,000  

日本水工設計㈱　静岡事務所 12,000,000  

㈱三水コンサルタント　静岡事務所 12,800,000  

入札書比較価格 ㈱アスコ大東　静岡営業所 11,300,000  

11,740 千円 履行期限 ㈱パスコ　静岡支店 13,900,000  

電子入札 H30.3.30

オリジナル設計㈱　静岡東部営業所 2,690,000   決定

㈱日水コン　静岡事務所 7,000,000   

㈱極東技工コンサルタント　静岡事務所 2,800,000   

日本水工設計㈱　静岡事務所 3,000,000   

㈱三水コンサルタント　静岡事務所 4,100,000   

入札書比較価格 ㈱アスコ大東　静岡営業所 3,000,000   

3,060 千円 履行期限 ㈱パスコ　静岡支店 3,400,000   

電子入札 H30.3.30

日管㈱　御殿場支店 2,740,000   

大東電機㈱　御殿場営業所 2,100,000   立会

㈱二和工業商会 1,980,000   決定

㈱小林保全 2,510,000   

入札書比較価格 クリーンサービス㈱ 2,460,000   

2,007 千円 履行期限 オリエント工業㈲ 2,370,000   

H29.10.31

㈱フジヤマ　沼津営業所 5,100,000   立会

玉野総合コンサルタント㈱　沼津事務所 8,900,000   

公益社団法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 4,100,000   決定

㈱パスコ　静岡支店 辞退

入札書比較価格 ㈱協同測量社　関東支社 5,800,000   

4,361 千円 履行期限

H30.1.19

国土調査課

管　第　28　号

国土調査（地籍調査）一筆地調
査業務委託 印野

事     　業       名

川島田

市内

教育総務課

管　第　23　号

下水道課

管　第　27　号

御殿場郵便局外マンホールポン
プ場点検等業務委託 市内

下水道課

提  出  課

教育総務課

管　第　26　号

指 名 業 者

管　第　22　号

朝日小学校校舎改修工事設計業
務委託

山尾田
高根地区児童屋内体育施設リ
ニューアル計画策定業務委託

御殿場市汚水処理施設整備構想
策定業務委託

執行平成29年7月6日 平成29年度

市内

管　第　25　号

御殿場市公共下水道事業計画変
更認可策定業務委託

下水道課

課税課

管　第　24　号

御殿場市固定資産課税資料整備
事業業務委託

市内



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 第３回
事     　業       名提  出  課 指 名 業 者

執行平成29年7月6日 平成29年度

㈱フジヤマ　沼津営業所 2,000,000   決定

昭和設計㈱　沼津営業所 2,090,000   

伸東測量設計㈱ 2,100,000   

㈱東日 2,160,000   

鈴木設計㈱ 2,260,000   

入札書比較価格

2,350 千円 履行期限

電子入札 H30.1.31

㈱アクト 3,000,000   決定

㈱駿河調査設計 3,150,000   

㈱滝口測量設計 3,100,000   

㈲小林技建興業 3,080,000   

中央建コン㈱ 3,150,000   

入札書比較価格

3,300 千円 履行期限

電子入札 H29.12.15

㈲日基礎調査 1,600,000   決定

土屋産業㈱ 1,710,000   

㈱ジーベック　沼津営業所 1,680,000   

㈱富士和　沼津支店 1,620,000   

入札書比較価格 日本エルダルト㈱　東部営業所 1,650,000   

1,660 千円 履行期限

電子入札 H29.11.30

㈲戸塚印刷所 1,902,000   決定

エビス合同会社 2,490,000   立会

㈱御殿場印刷所 2,550,000   

入札書比較価格

2,183 千円 履行期限

H29.11.16

日管㈱　御殿場支店 3,690,000   

平井工業㈱　御殿場支店 2,560,000   決定

大東電機㈱　御殿場営業所 3,450,000   

協立電機㈱　御殿場営業所 3,780,000   

入札書比較価格 ㈱二和工業商会 3,190,000   立会

3,952 千円 履行期限 メタウォーター㈱　静岡営業所 3,900,000   

H29.10.30

日管㈱　御殿場支店 4,350,000   

平井工業㈱　御殿場支店 4,100,000   

大東電機㈱　御殿場営業所 4,000,000   

協立電機㈱　御殿場営業所 3,980,000   立会

入札書比較価格 ㈱二和工業商会 4,130,000   

3,731 千円 履行期限 メタウォーター㈱　静岡営業所 3,240,000   決定

H29.10.30

日管㈱　御殿場支店 3,680,000   

平井工業㈱　御殿場支店 2,570,000   立会

大東電機㈱　御殿場営業所 1,880,000   決定

協立電機㈱　御殿場営業所 3,000,000   

入札書比較価格 ㈱二和工業商会 3,550,000   

3,420 千円 履行期限 メタウォーター㈱　静岡営業所 3,350,000   

H30.1.31

農林整備課

管　第　31　号

高内

平成３０年版市政カレンダー印
刷業務委託 萩原

市内

道路河川課

管　第　29　号

東富士演習場周辺道路整備事業
市道５０１３号線外１路線旧橋
撤去設計業務委託

上柴怒田

管　第　30　号

市道１３５６号線（雑小沢川）
箱型函渠設計業務委託

上水道課

水管第7号

水管第8号

沼田

市単独林道整備事業　林道高内
１号線土質調査業務委託

道路河川課

深沢
二枚橋
西田中

流量計点検業務委託

上水道課

上水道課

水管第9号

自動残留塩素計更新業務委託

水位計点検業務委託
市内

魅力発信課

管　第　32　号


