
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

岳南建設㈱ 4,400,000    決定

㈱ファースト 4,500,000    

㈱丸勝工務店 4,750,000    

㈱林組 4,500,000    

玉穂木材工業㈱ 4,550,000    

大和建設㈱ 4,650,000    

㈱スズキ総業 4,600,000    

入札書比較価格 ㈱カツマタ建設 4,460,000    

4,492 千円 履行期限 勝亦製材駿河鉄骨㈱ 4,750,000    

電子入札 R2.10.30

㈱蒼設計 4,900,000    

㈲梶原建築設計事務所 5,850,000    

㈱日建築設計事務所 5,100,000    

㈲フジ建築設計事務所 6,520,000    

㈱池田建築設計事務所　御殿場営業所 4,700,000    

入札書比較価格 ㈱植野建築設計事務所　御殿場事務所 5,850,000    

4,100 千円 履行期限 ㈱金丸建築設計事務所　御殿場事務所 4,000,000    決定

電子入札 R3.3.25

㈱アクト 4,550,000    

㈱駿河調査設計 4,500,000    

㈱滝口測量設計 4,400,000    決定

㈲小林技建興業 4,500,000    

中央建コン㈱ 4,540,000    

入札書比較価格

4,540 千円 履行期限

電子入札 R3.3.31

日管㈱　御殿場支店 8,400,000    

東海ビル保善㈱ 4,107,000    

菱友冷熱㈱ 2,937,000    

㈱東静岡ビルサービス 辞退

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 1,831,000    決定

入札書比較価格

4,284 千円 履行期限

郵便入札 R2.12.28

㈲駿河ビル管理 1,700,000    決定

東海ビル保善㈱ 2,269,000    

㈱カンザイ 3,190,384    

㈱東静岡ビルサービス 2,312,000    

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 2,201,000    

入札書比較価格

1,898 千円 履行期限

郵便入札 R3.1.31

㈱蒼設計 8,300,000    

㈲梶原建築設計事務所 8,920,000    

㈱日建築設計事務所 4,400,000    

㈲フジ建築設計事務所 3,980,000    決定

㈲小沢建築設計事務所 8,200,000    

入札書比較価格

4,727 千円 履行期限

電子入札 R3.3.19

指 名 業 者

令和2年6月17日 執行 令和２年度

提  出  課 事     　業       名

都市整備課

管　第　14　号

社会資本整備総合交付金事業
市道1649号線測量設計業務委託 新橋

都市整備課

管　第　11　号

御殿場駅箱根乙女口広場サービ
ス施設設置業務委託 新橋

建築住宅課

管　第　12　号

令和２年度　御殿場市営住宅等
長寿命化計画策定業務委託 市内

教育総務課

管　第　15　号

各小学校・中学校　空調機保守
点検業務委託 萩原　外

教育総務課

管　第　16　号

各小学校・中学校　屋上及び窓
ガラス清掃業務委託 萩原　外

市民協働課

管　第　17　号

高根ふれあい広場中郷館老朽度
調査業務委託 山之尻



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

令和2年6月17日 執行 令和２年度

提  出  課 事     　業       名

㈲戸塚印刷所 2,140,650    決定

エビス合同会社 2,200,000    

㈱御殿場印刷所 2,880,000    

入札書比較価格

2,495 千円 履行期限

郵便入札 R2.11.18

㈱アクト 4,300,000    

㈱駿河調査設計 4,300,000    

㈱滝口測量設計 4,350,000    

㈲小林技建興業 4,150,000    決定

中央建コン㈱ 4,320,000    

入札書比較価格 ㈱白岩設計　御殿場支店 4,300,000    

4,366 千円 履行期限

電子入札 R3.3.12

㈱白岩設計　御殿場支店 8,000,000    決定

㈱日新技術コンサルタント　静岡東部出張所 9,600,000    

㈱蓮池設計　伊豆営業所 8,450,000    

㈱大場上下水道設計 8,400,000    

入札書比較価格

8,894 千円 履行期限

電子入札 R3.3.12

㈱白岩設計　御殿場支店 7,650,000    決定

㈱日新技術コンサルタント　静岡東部出張所 9,000,000    

㈱蓮池設計　伊豆営業所 7,900,000    

㈱大場上下水道設計 7,780,000    

入札書比較価格

8,106 千円 履行期限

電子入札 R3.3.10

㈱白岩設計　御殿場支店 3,100,000    決定

㈱日新技術コンサルタント　静岡東部出張所 3,900,000    

㈱蓮池設計　伊豆営業所 3,280,000    

㈱大場上下水道設計 3,220,000    

入札書比較価格

3,378 千円 履行期限

電子入札 R3.2.10

㈱白岩設計　御殿場支店 11,500,000   決定

㈱日新技術コンサルタント　静岡東部出張所 12,600,000   

㈱蓮池設計　伊豆営業所 11,850,000   

㈱大場上下水道設計 11,740,000   

入札書比較価格

12,091 千円 履行期限

電子入札 R3.3.18

日管㈱　御殿場支店 10,600,000   

平井工業㈱　御殿場支店 10,890,000   

大東電機㈱　御殿場営業所 8,650,000    決定

㈱二和工業商会 9,440,000    

協立電機㈱ 10,200,000   

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 9,430,000    

8,894 千円 履行期限

電子入札 R2.12.18

魅力発信課

管　第　18　号

令和３年　御殿場市政カレン
ダー印刷製本業務委託 萩原

上水道課

水管第3号

市道１９８２号線配水管布設替
測量設計業務委託 東山

上水道課

水管第4号

国道１３８号管網計算及び配水
管布設測量設計業務委託 萩原

上水道課

水管第5号

簡易水道事業　市道６１６７号
線外５路線管網計算及び送水管
移設測量設計業務委託

印野

上水道課

水管第6号

工業用水道事業　配水場場内配
管耐震補強測量設計業務委託 神場

上水道課

水管第7号

市道０１３０号線外８路線管網
計算及び配水管布設替測量設計
業務委託

町屋

上水道課

水管第8号

滅菌機更新業務委託
茱萸沢上



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

令和2年6月17日 執行 令和２年度

提  出  課 事     　業       名

㈱小林保全 1,300,000    

オリエント工業㈲ 1,300,000    

富士ロードサービス㈱　沼津支店 1,248,000    

㈱須走総合企画　沼津支店 1,200,000    決定

㈱エイコウサービス 1,260,000    

入札書比較価格

1,200 千円 履行期限

郵便入札 R2.12.25

日管㈱　御殿場支店 9,850,000    

平井工業㈱　御殿場支店 10,850,000   

大東電機㈱　御殿場営業所 10,500,000   

㈱二和工業商会 8,650,000    

協立電機㈱ 10,800,000   

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 9,850,000    

8,570 千円 履行期限 ㈱第一テクノ　静岡営業所 8,280,000    決定

電子入札 R3.2.26

下水道課

下管第2号

下水道伏越し管渠及びマンホー
ル清掃業務委託 萩原

下水道課

下管第3号

御殿場浄化センター消泡水ポン
プ設備更新業務委託 竈


