
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

㈱フジヤマ　沼津営業所 15,500,000   13,900,000

不二総合コンサルタント㈱　沼津支店 15,100,000   14,200,000

玉野総合コンサルタント㈱　沼津事務所 32,000,000   辞退

㈱パスコ　静岡支店 26,500,000   辞退

㈱八州　静岡営業所 17,480,000   辞退

入札書比較価格 ㈱協同測量社　関東支社 14,300,000   13,300,000 決定

13,725 千円 履行期限

電子入札 R3.3.19

玉野総合コンサルタント㈱　沼津事務所 24,000,000   

国際航業㈱　静岡支店 17,500,000   決定

朝日航洋㈱　静岡支店 22,000,000   

㈱パスコ　静岡支店 19,700,000   

アジア航測㈱　静岡支店 19,470,000   

入札書比較価格

18,510 千円 履行期限

電子入札 R3.7.30

㈱フジヤマ　沼津営業所 7,100,000    

玉野総合コンサルタント㈱　沼津事務所 14,000,000   

公益社団法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 4,900,000    決定

㈱協同測量社　関東支社 6,900,000    

入札書比較価格

5,057 千円 履行期限

電子入札 R3.1.8

㈱オークス 2,200,000    

㈱ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 2,050,000    

㈱日本サポートサービス 辞退

㈱ニチイ学館 1,780,000    決定

北日本コンピューターサービス㈱ 2,400,000    

入札書比較価格 ㈱データホライゾン 辞退

2,500 千円 履行期限

郵便入札 R2.12.28

日管㈱　御殿場支店 11,350,000   

平井工業㈱　御殿場支店 10,800,000   

大東電機㈱　御殿場営業所 9,850,000    決定

㈱二和工業商会 10,540,000   

協立電機㈱ 10,300,000   

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 10,450,000   

10,411 千円 履行期限

電子入札 R3.1.29

日管㈱　御殿場支店 4,600,000    

平井工業㈱　御殿場支店 4,500,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 3,860,000    

㈱二和工業商会 3,880,000    

協立電機㈱ 4,054,000    

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 3,490,000    決定

3,731 千円 履行期限

電子入札 R2.10.30

日管㈱　御殿場支店 4,250,000    辞退

平井工業㈱　御殿場支店 3,900,000    3,500,000 決定

大東電機㈱　御殿場営業所 4,290,000    3,850,000

㈱二和工業商会 4,490,000    3,750,000

協立電機㈱ 4,380,000    辞退

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 4,220,000    辞退

3,731 千円 履行期限

電子入札 R2.10.30

上水道課

水管第11号

水位計点検業務委託
市内

上水道課

水管第9号

自動残留塩素計更新業務委託

市内

上水道課

水管第10号

流量計点検業務委託
市内

国土調査課

管　第　20　号

令和２年度　国土調査（地籍調
査）一筆地調査業務委託 沼田

東田中

社会福祉課

管　第　21　号

御殿場市被保護者健康管理支援
事業業務委託 萩原

国土調査課

管　第　13　号

令和２年度　国土調査（地籍調
査）測量業務委託

沼田
東田中
印野

課税課

管　第　19　号

御殿場市固定資産課税資料整備
事業業務委託 市内

令和2年7月8日 執行 令和２年度

提  出  課 事     　業       名 指 名 業 者



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

令和2年7月8日 執行 令和２年度

提  出  課 事     　業       名 指 名 業 者

フジ地中情報㈱　静岡営業所 9,810,000    

㈱サンリーク　静岡支店 9,550,000    

水道テクニカルサービス㈱　静岡営業所 9,230,000    

㈱リクチ漏水調査　静岡営業所 9,550,000    

㈱城南メンテナンス 9,550,000    

入札書比較価格 地中エンジニアリング㈱ 8,900,000    決定

9,080 千円 履行期限

郵便入札 R2.11.27

㈱小林保全 5,000,000    決定

クリーンサービス㈱ 辞退

オリエント工業㈲ 5,540,000    

富士ロードサービス㈱　沼津支店 5,570,000    

㈱須走総合企画　沼津支店 5,650,000    

入札書比較価格 ㈱エイコウサービス 5,300,000    

5,509 千円 履行期限

郵便入札 R2.11.30

日管㈱　御殿場支店 6,420,000    

平井工業㈱　御殿場支店 5,700,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 5,000,000    

㈱二和工業商会 4,700,000    決定

協立電機㈱ 6,000,000    

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 辞退

4,819 千円 履行期限 ㈱第一テクノ　静岡営業所 5,320,000    

電子入札 R2.10.30

㈱カツマタ 6,200,000    決定

赤武㈱ 辞退

㈱近藤建設 6,400,000    

松林工業薬品㈱ 6,450,000    

水研化学工業㈱　静岡営業所 6,339,200    

入札書比較価格 大学産業㈱　静岡営業所 辞退

6,465 千円 履行期限

郵便入札 R2.12.25

日管㈱　御殿場支店 10,900,000   

平井工業㈱　御殿場支店 10,500,000   

大東電機㈱　御殿場営業所 9,900,000    

㈱二和工業商会 9,670,000    

協立電機㈱ 8,400,000    決定

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 9,870,000    

8,972 千円 履行期限 ㈱第一テクノ　静岡営業所 8,750,000    

電子入札 R2.12.25

下水道課

下管第6号

御殿場浄化センター脱水機棟及
び水処理棟脱臭剤交換業務委託 竈

下水道課

下管第7号

御殿場浄化センター脱水機棟汚
泥濃度計更新業務委託 竈

下水道課

下管第4号

汚水1号幹線管渠調査業務委託 森之腰
新橋
湯沢
萩原

下水道課

下管第5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

上水道課

水管第12号

漏水調査業務委託
市内


