
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

㈱アクト 47,500,000   決定

㈱駿河調査設計 48,300,000   

㈱滝口測量設計 48,600,000   

㈲小林技建興業 48,000,000   

中央建コン㈱ 51,670,000   

入札書比較価格

円 履行期限

電子入札 R4.3.31

㈱フジヤマ　沼津営業所 19,700,000   

不二総合コンサルタント㈱　沼津支店 19,300,000   

玉野総合コンサルタント㈱　沼津事務所 21,000,000   

㈱パスコ　静岡支店 33,400,000   

㈱八州　静岡営業所 20,800,000   

入札書比較価格 ㈱協同測量社　関東支社 18,000,000   決定

円 履行期限

電子入札 R4.3.18

㈱アクト 8,400,000    決定

㈱駿河調査設計 8,700,000    

㈱滝口測量設計 8,650,000    

㈲小林技建興業 8,550,000    

中央建コン㈱ 8,860,000    

入札書比較価格

円 履行期限

電子入札 R4.9.30

東海埠頭㈱ 1,268,000    

㈱マルマ 失格

関東港業㈱文化財保存対策事業部 1,000,000    決定

入札書比較価格

円 履行期限

郵便入札 R3.11.30

日管㈱　御殿場支店 辞退

東海ビル保善㈱ 4,350,000    

菱友冷熱㈱ 3,575,000    

㈱東静岡ビルサービス 4,044,000    

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 2,795,000    決定

入札書比較価格

円 履行期限

郵便入札 R3.12.28

㈲駿河ビル管理 1,867,000    決定

東海ビル保善㈱ 2,467,000    

㈱カンザイ 3,550,639    

㈱東静岡ビルサービス 3,536,400    

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 2,401,000    

入札書比較価格

円 履行期限

郵便入札 R3.11.30

㈱サーベイリサーチセンター　静岡事務所 3,198,000    

㈱ぎょうせい　東京支社 6,520,000    

㈱アイアールエス 3,280,000    

アシスト㈱ 3,759,000    

㈱名豊 2,380,000    決定

入札書比較価格 ㈱NEXT－i 3,000,000    

円 履行期限

郵便入札 R5.3.31

指 名 業 者

令和3年6月22日 執行 令和３年度

提  出  課 事     　業       名

国土調査課

管　第　13　号

国土調査（地籍調査）測量業務
委託

印野
板妻
沼田

東田中

18,710,000

都市整備課

管　第　12　号

社会資本整備総合交付金事業
市道０１１５号線（３工区）測
量設計業務委託

新橋

49,600,000

社会教育課

管　第　15　号

御殿場市民俗資料収蔵庫燻蒸業
務委託 茱萸沢

1,048,000

社会教育課

管　第　14　号

新図書館整備事業　測量設計業
務委託 萩原

8,960,000

教育総務課

管　第　17　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

1,954,195

教育総務課

管　第　16　号

各小学校・中学校空調機保守点
検業務委託 萩原外

4,630,000

社会福祉課

管　第　18　号

御殿場市障害者計画策定業務委
託 萩原

3,970,000



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3年6月22日 執行 令和３年度

提  出  課 事     　業       名

㈲戸塚印刷所 1,908,000    決定

エビス合同会社 2,160,000    

㈱御殿場印刷所 2,880,000    

入札書比較価格

円 履行期限

郵便入札 R3.11.19

㈱カツマタ 1,498,000    1,437,500 1,417,500

㈱近藤建設 1,450,000    1,430,000 1,400,000

松林工業薬品㈱ 1,520,000    1,445,000 辞退

水研化学工業㈱　静岡営業所 1,500,000    辞退

赤武㈱ 辞退

入札書比較価格 コスモケミカル㈱ 辞退

円 履行期限

郵便入札 R3.9.30

日管㈱　御殿場支店 5,650,000    辞退

平井工業㈱　御殿場支店 5,700,000    4,800,000

大東電機㈱　御殿場営業所 5,300,000    4,200,000 決定

㈱二和工業商会 5,600,000    5,000,000

協立電機㈱ 5,800,000    5,280,000

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 7,520,000    辞退

円 履行期限

電子入札 R3.12.24

㈱白岩設計　御殿場支店 7,850,000    決定

㈱日新技術コンサルタント　静岡東部出張所 8,970,000    

㈱蓮池設計　伊豆営業所 8,000,000    

㈱大場上下水道設計 8,000,000    

入札書比較価格

円 履行期限

電子入札 R4.3.17

日管㈱　御殿場支店 4,580,000    

平井工業㈱　御殿場支店 3,700,000    決定

大東電機㈱　御殿場営業所 4,400,000    

㈱二和工業商会 4,050,000    

協立電機㈱ 3,900,000    

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 4,190,000    

円 履行期限

電子入札 R3.10.29

日管㈱　御殿場支店 4,150,000    

平井工業㈱　御殿場支店 3,760,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 3,540,000    

㈱二和工業商会 3,720,000    

協立電機㈱ 3,540,000    

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 3,080,000    決定

円 履行期限

電子入札 R3.10.29

㈱小林保全 1,520,000    

オリエント工業㈲ 1,400,000    決定

富士ロードサービス㈱　沼津支店 1,500,000    

㈱須走総合企画　沼津支店 1,500,000    

㈱エイコウサービス 1,450,000    

入札書比較価格

円 履行期限

郵便入札 R3.12.24

下水道課

管　第　20　号

不落

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 富士見原

1,305,000

魅力発信課

管　第　19　号

令和４年御殿場市政カレンダー
印刷製本業務委託 萩原

2,530,800

上水道課

水管第3号

滅菌機更新業務委託
中畑

4,321,000

上水道課

水管第5号

水位計点検業務委託
市内

3,854,000

上水道課

水管第4号

市道０２６３号線外３路線管網
計算及び配水管布設替測量設計
業務委託

中山
大坂

8,314,000

下水道課

下管第2号

令和３年度　下水道伏越し管渠
及びマンホール清掃・調査業務
委託

萩原

1,500,000

上水道課

水管第6号

流量計点検業務委託
市内

3,276,000



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3年6月22日 執行 令和３年度

提  出  課 事     　業       名

日管㈱　御殿場支店 6,250,000    

平井工業㈱　御殿場支店 5,800,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 5,300,000    

㈱二和工業商会 4,800,000    決定

協立電機㈱ 5,920,000    

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 6,340,000    

円 履行期限 ㈱第一テクノ　静岡営業所 5,320,000    

電子入札 R3.10.29

下水道課

下管第3号

令和３年度　御殿場郵便局外マ
ンホールポンプ場点検等業務委
託

萩原外

5,229,000


