
委　託　

第１２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

御殿場総合サービス㈱ 99,680,000   

㈱紀伊國屋書店　神奈川静岡営業本部 辞退

シダックス大新東ヒューマンサービス㈱中部支店　静岡営業所 90,108,000   決定

㈱図書館流通センター 辞退

入札書比較価格

円 履行期限

郵便入札 令和3年4月1日～
令和5年3月31日

㈲駿河ビル管理 6,540,000    決定

㈱富士アメニティ 7,256,000    

東海ビル保善㈱ 9,196,000    

㈱カンザイ 11,028,000   

㈱東静岡ビルサービス 11,380,000   

入札書比較価格 ㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 11,160,000   

円 履行期限

郵便入札 令和3年4月1日～
令和5年3月31日

御殿場総合サービス㈱ 63,380,000   決定

㈱東静岡ビルサービス 辞退

㈱東海道シグマ　沼津支店 辞退

㈱静岡建物サービス 辞退

シダックス大新東ヒューマンサービス㈱中部支店　静岡営業所 辞退

入札書比較価格 ㈱ニチイ学館 辞退

円 履行期限

郵便入札 令和3年4月1日～
令和5年3月31日

㈲駿河ビル管理 10,910,000   決定

㈱富士アメニティ 14,072,000   

東海ビル保善㈱ 16,220,000   

㈱カンザイ 14,980,000   

㈱東静岡ビルサービス 16,526,000   

入札書比較価格 ㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 15,992,000   

円 履行期限

郵便入札 令和3年4月1日～
令和5年3月31日

㈲駿河ビル管理 18,615,000   決定

㈱富士アメニティ 25,039,000   

東海ビル保善㈱ 19,060,000   

㈱カンザイ 28,600,000   

㈱東静岡ビルサービス 22,836,000   

入札書比較価格 ㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 22,380,000   

円 履行期限

郵便入札 令和3年4月1日～
令和5年3月31日

御殿場総合サービス㈱ 4,460,000    決定

㈲駿河ビル管理 辞退

㈱富士アメニティ 辞退

東海ビル保善㈱ 辞退

㈱カンザイ 5,558,400    

入札書比較価格 ㈱東静岡ビルサービス 辞退

円 履行期限 ㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 7,720,000    

郵便入札 令和3年4月1日～
令和5年3月31日

髙森商事㈱ 11,160,000   

㈱東海衛生 11,004,000   

㈲東富士クリーンサービス 9,960,000    決定

㈱クリーンタウン 11,040,000   

㈱勝又商事 11,940,000   

入札書比較価格 ㈱マルコー 11,400,000   

円 履行期限 ㈱タカダ産業 11,664,000   

郵便入札 令和3年4月1日～
令和4年3月31日

令和3年2月18日 執行 令和２年度

提  出  課 事     　業       名 指 名 業 者

社会教育課

管　第　47　号

御殿場市立図書館及び御殿場市
富士山市民のサロン窓口等業務
委託

萩原
新橋

105,569,640

社会教育課

管　第　48　号

図書館清掃管理業務委託
萩原

7,060,000

救急医療課

管　第　49　号

御殿場市救急医療センター受付
等業務委託 西田中

69,028,800

健康推進課・救急医療課

管　第　50　号

保健センター・救急医療セン
ター清掃管理業務委託 西田中

12,510,000

都市整備課・市民課

管　第　51　号

御殿場駅周辺施設清掃管理等業
務委託 新橋

19,950,000

学校給食課

管　第　52　号

学校給食センタートイレ等清
掃・消毒業務委託

竈
川島田
塚原

4,468,851

リサイクル推進課

管　第　53　号

再資源化品拠点回収業務委託
市内

10,000,000



委　託　

第１２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3年2月18日 執行 令和２年度

提  出  課 事     　業       名 指 名 業 者

㈱江東微生物研究所　静岡営業所 辞退

東邦化工建設㈱ 2,872,800    

芝浦セムテック㈱ 1,149,700    決定

東海プラント㈱ 1,504,000    

㈱東洋検査センター 2,090,000    

入札書比較価格 ㈱総合環境分析　静岡営業所 1,465,000    

円 履行期限 ㈱環境計量センター 1,945,000    

㈱静環検査センター 1,644,000    

郵便入札 令和3年4月1日～
令和4年3月31日

㈲駿河ビル管理 辞退

東海ビル保善㈱ 5,564,000    

菱友冷熱㈱ 4,036,000    決定

㈱東静岡ビルサービス 8,368,000    

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 5,854,000    

入札書比較価格

円 履行期限

郵便入札 令和3年4月1日～
令和5年3月31日

㈱江東微生物研究所　静岡営業所 無効

東邦化工建設㈱ 4,680,000    決定

芝浦セムテック㈱ 5,616,000    

東海プラント㈱ 5,356,800    

㈱東洋検査センター 5,292,000    

入札書比較価格 ㈱総合環境分析　静岡営業所 4,831,200    

円 履行期限 ㈱環境計量センター 4,975,200    

㈱静環検査センター 4,852,800    

郵便入札 令和3年4月1日～
令和6年3月31日

玉穂木材工業㈱ 7,151,000    

㈱ファースト 4,750,000    

㈱マルエ 6,324,000    

北田木材 2,970,000    

㈲まるいチップ工業 2,861,000    決定

入札書比較価格

円 履行期限

郵便入札 R3.3.19

㈱御殿場印刷所 2,298,100    決定

㈲戸塚印刷所 4,424,000    

エビス合同会社 5,005,000    

入札書比較価格

円 履行期限

郵便入札 令和3年4月1日～
令和4年3月31日

岳南建設㈱ 2,750,000    2,650,000 決定

寿組 辞退

林組 3,270,000    2,700,000

薮田建設㈱ 辞退

栗俊建設 3,210,000    辞退

入札書比較価格

円 履行期限

電子入札 R3.3.31

㈱江東微生物研究所　静岡営業所 辞退

東邦化工建設㈱ 5,100,000    決定

芝浦セムテック㈱ 5,457,000    

東海プラント㈱ 5,560,000    

㈱東洋検査センター 6,080,000    

入札書比較価格 ㈱総合環境分析　静岡営業所 5,500,000    

円 履行期限 ㈱環境計量センター 5,574,000    

㈱静環検査センター 5,300,000    

郵便入札 令和3年4月1日～
令和4年3月31日

リサイクル推進課

管　第　54　号

一般廃棄物最終処分場水質等検
査業務委託

神場
板妻

1,818,181

管財課・上水道課

管　第　55　号

空調設備等保守管理業務委託
萩原

8,140,000

環境課

管　第　56　号

河川環境調査業務委託
市内

4,680,000

農林整備課

管　第　57　号

山之尻区内用排水路工事に伴う
伐採伐根業務委託 山之尻

3,000,000

議事課

管　第　58　号

令和3年度「市議会だより」印
刷業務委託（単価契約） 萩原

2,758,000

未来プロジェクト課

管　第　59　号

東山・二の岡地区観光地域づく
り富士山ビューポイント駐車場
整備事業業務委託

東田中

2,700,000

下水道課

下管第13号

御殿場浄化センター水質及び汚
泥検査業務委託 竈

5,130,000


