
委　託　

第５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

㈱アクト 13,650,000   

㈱駿河調査設計 13,700,000   

㈱滝口測量設計 13,800,000   

㈲小林技建興業 13,650,000   

中央建コン㈱ 13,500,000   決定

入札書比較価格

円 履行期限

電子入札 R4.3.31

㈱アクト 9,800,000    

㈱駿河調査設計 9,600,000    決定

㈱滝口測量設計 9,850,000    

㈲小林技建興業 9,700,000    

中央建コン㈱ 9,940,000    

入札書比較価格

円

電子入札 R4.3.31

㈱興亜商事 9,850,000    

㈲セーフティ 9,800,000    

㈱日本ロードライン 9,000,000    決定

日道工業㈱　静岡営業所 9,650,000    

山交ライン㈱ 9,810,000    

入札書比較価格 信号器材㈱静岡営業所 9,220,000    

円

電子入札 R4.3.31

㈱フジヤマ　沼津営業所 5,140,000    

玉野総合コンサルタント㈱　沼津事務所 辞退

国際航業㈱　静岡支店 4,200,000    

㈱パスコ　静岡支店 4,700,000    

昭和㈱　静岡支社 4,000,000    

入札書比較価格 ㈱中央ジオマチックス　静岡営業所 2,800,000    決定

円

郵便入札 R4.3.14

日管㈱　御殿場支店 8,000,000    

平井工業㈱　御殿場支店 7,400,000    決定

大東電機㈱　御殿場営業所 7,950,000    

㈱二和工業商会 7,600,000    

協立電機㈱ 8,000,000    

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 7,900,000    

円

電子入札 R4.2.25

日管㈱　御殿場支店 26,700,000   

平井工業㈱　御殿場支店 25,000,000   

大東電機㈱　御殿場営業所 23,000,000   

㈱二和工業商会 25,700,000   

協立電機㈱ 20,980,000   決定

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 22,800,000   

円

電子入札 R3.12.10

日管㈱　御殿場支店 9,400,000    

平井工業㈱　御殿場支店 9,300,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 8,500,000    決定

㈱二和工業商会 9,250,000    

電業社工事㈱ 9,200,000    

入札書比較価格

円

電子入札 R4.1.31

水管第11号

水位計更新業務委託

7,800,000

22,633,000

上水道課

8,990,000

10,020,000

9,690,000

危機管理課

2,850,000

上水道課

指 名 業 者

管　第　27　号

事     　業       名

茱萸沢上

管　第　29　号

道路河川課

管　第　28　号

水土野IC周辺案内標識設置業務
委託 水土野

14,110,000

道路河川課

市内

流量計更新業務委託

水管第13号

執行令和3年7月29日 令和３年度

管　第　26　号

狭あい道路整備等促進事業　市
道３４８２号線測量設計業務委
託

市内

担当課

道路河川課

狭あい道路整備等促進事業　市
道５２７２号線測量設計業務委
託

高内

御殿場市富士山火山防災マップ
作成業務委託 市内

上水道課

水管第12号

永塚
永塚第２水源取水ポンプ入替及
び浚渫業務委託



委　託　

第５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 者事     　業       名

執行令和3年7月29日 令和３年度

担当課

日管㈱　御殿場支店 13,650,000   

平井工業㈱　御殿場支店 12,900,000   

大東電機㈱　御殿場営業所 13,200,000   

㈱二和工業商会 12,400,000   決定

電業社工事㈱ 13,700,000   

入札書比較価格

円

電子入札 R4.1.31

日管㈱　御殿場支店 4,200,000    

平井工業㈱　御殿場支店 3,950,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 3,200,000    決定

水研化学工業㈱　静岡営業所 4,150,000    

メタウォーター㈱　静岡営業所 3,920,000    

入札書比較価格

円

郵便入札 R4.1.31

㈱白岩設計　御殿場支店 5,280,000    決定

㈱日新技術コンサルタント　静岡東部出張所 6,040,000    

㈱蓮池設計　伊豆営業所 5,400,000    

㈱大場上下水道設計 5,460,000    

入札書比較価格

円

電子入札 R4.3.10

㈱白岩設計　御殿場支店 3,360,000    決定

㈱日新技術コンサルタント　静岡東部出張所 4,100,000    

㈱蓮池設計　伊豆営業所 3,450,000    

㈱大場上下水道設計 3,520,000    

入札書比較価格

円

電子入札 R4.3.18

㈱カツマタ 3,278,500    

㈱近藤建設 3,224,000    決定

松林工業薬品㈱ 3,450,000    

水研化学工業㈱　静岡営業所 3,600,000    

入札書比較価格

円

郵便入札 R4.3.31

12,785,000

3,588,000

5,627,000

3,620,000

下水道課

下管第5号

御殿場浄化センター脱水機棟脱
臭剤交換等業務委託

3,473,750

上水道課

高根第三配水場場内配管耐震補
強測量設計業務委託

竈

上水道課

水管第14号

小屋入水源取水ポンプ入替及び
浚渫業務委託 時之栖

柴怒田

自動残留塩素計等点検業務委託

町屋

市内

水管第16号

上水道課

水管第17号

水管第15号

上水道課

市道３５６２号線外２路線管網
計算及び配水管布設替測量設計
業務委託


