
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

㈱フジヤマ　沼津営業所 17,200,000   

不二総合コンサルタント㈱　沼津支店 17,500,000   

玉野総合コンサルタント㈱　沼津事務所 40,000,000   

㈱パスコ　静岡支店 22,100,000   

㈱八州　静岡営業所 17,520,000   

入札書比較価格 ㈱協同測量社　関東支社 16,500,000   決定

17,098 千円 履行期限

電子入札 R2.3.19

㈱フジヤマ　沼津営業所 4,900,000    

不二総合コンサルタント㈱　沼津支店 7,000,000    

セントラルコンサルタント㈱　静岡営業所 8,000,000    

八千代エンジニヤリング㈱　静岡事務所 8,160,000    

㈱オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所 8,400,000    

入札書比較価格 大日コンサルタント㈱　静岡事務所 4,800,000    決定

5,260 千円 履行期限

電子入札 R2.3.31

㈲駿河ビル管理 1,627,500    決定

タフカ㈱　御殿場支店 1,822,800    立会

東海ビル保善㈱ 辞退

㈱カンザイ 2,391,220    

入札書比較価格 ㈱東静岡ビルサービス 2,080,000    

2,305 千円 履行期限 ㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 1,970,000    

R1.11.30

日管㈱　御殿場支店 3,399,000    

東海ビル保善㈱ 辞退

菱友冷熱㈱ 1,490,000    決定

㈱東静岡ビルサービス 2,053,600    

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 1,980,000    立会

入札書比較価格

2,268 千円 履行期限

R1.9.30

㈲戸塚印刷所 2,193,900    決定

エビス合同会社 2,201,000    立会

㈱御殿場印刷所 2,282,000    

入札書比較価格

2,392.7 千円 履行期限

R1.11.20

㈱カツマタ 1,180,000    決定

㈱近藤建設 1,314,000    

松林工業薬品㈱ 1,450,000    

入札書比較価格 水研化学工業㈱　静岡営業所 1,200,000    立会

1,200 千円 履行期限 赤武㈱ 1,300,000    

R1.9.30 コスモケミカル㈱ 辞退

フジ地中情報㈱　静岡営業所 6,820,000    立会

㈱サンリーク　静岡支店 6,850,000    

水道テクニカルサービス㈱　静岡営業所 7,050,000    

㈱城南メンテナンス 7,000,000    

㈱リクチ漏水調査 6,850,000    

入札書比較価格 地中エンジニアリング㈱ 6,400,000    決定

6,750 千円 履行期限

R1.10.31

日管㈱　御殿場支店 7,100,000    

平井工業㈱　御殿場支店 6,900,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 6,450,000    決定

㈱二和工業商会 7,500,000    

入札書比較価格 協立電機㈱ 7,440,000    

6,940 千円 履行期限 メタウォーター㈱　静岡営業所 7,350,000    

電子入札 R1.11.29

市内

管　第　17　号

萩原

水管第4号

滅菌機更新業務委託（馬見塚配
水場）

富士見原住宅団地コミュニティ
プラント脱臭剤交換業務委託 萩原

上水道課

川島田

市内

管　第　13　号

駒門スマートインターチェンジ
広報活動及び開通効果検討業務
委託

萩原 外

萩原 外

管　第　15　号

各小学校・中小学校・幼稚園
空調機保守点検業務委託

国土調査課

執行令和1年6月20日 令和元年度

上水道課

水管第3号

漏水調査業務委託

提  出  課

管　第　14　号

各小学校・中学校　屋上及び窓
ガラス清掃業務委託

道路河川課

指 名 業 者

管　第　12　号

令和元年度　国土調査（地籍調
査）測量業務委託

事     　業       名

印野
沼田
二子

教育総務課

教育総務課・保育幼稚園課

下水道課

魅力発信課

管　第　16　号

２０２０年版　市政カレンダー
印刷業務委託



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

執行令和1年6月20日 令和元年度

提  出  課 指 名 業 者事     　業       名

日管㈱　御殿場支店 辞退

平井工業㈱　御殿場支店 辞退

大東電機㈱　御殿場営業所 辞退

㈱二和工業商会 辞退

入札書比較価格 協立電機㈱ 辞退

2,900 千円 履行期限 メタウォーター㈱　静岡営業所 辞退

電子入札 R1.9.30 ㈱三弘　静岡営業所 2,800,000    決定

㈱小林保全 6,400,000    6,000,000 5,750,000 立会

クリーンサービス㈱ 6,280,000    6,140,000 5,850,000

オリエント工業㈲ 6,150,000    5,900,000 5,500,000 決定

富士ロードサービス㈱　沼津支店 6,350,000    6,050,000 5,820,000

入札書比較価格 ㈱須走総合企画　沼津支店 6,400,000    6,100,000 5,850,000

5,719 千円 履行期限 ㈱エイコウサービス 6,330,000    6,050,000 5,830,000

R1.12.27

㈱小林保全 1,070,000    

クリーンサービス㈱ 1,000,000    決定

オリエント工業㈲ 1,120,000    

富士ロードサービス㈱　沼津支店 1,100,000    

入札書比較価格 ㈱須走総合企画　沼津支店 1,050,000    

1,180 千円 履行期限 ㈱エイコウサービス 1,030,000    立会

R2.1.31

下管第4号

清後山之尻農業集落排水処理施
設МＬＳＳ濃度計及びＵＶ計更
新業務委託

下水道課

萩原 外

下水道課

下管第2号

下水道課

下管第3号

萩原
下水道伏越し管渠及びマンホー
ル清掃業務委託

清後

汚水１・８・９号幹線外管渠調
査業務委託


