
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

㈱フジヤマ　沼津営業所 13,000,000   

不二総合コンサルタント㈱　沼津支店 12,800,000   

玉野総合コンサルタント㈱　沼津事務所 辞退

㈱パスコ　静岡支店 14,000,000   

㈱八州　静岡営業所 16,110,000   

入札書比較価格 ㈱協同測量社　東京支社 12,000,000   決定

12,880,000 円 履行期限

電子入札 R5.3.17

㈱フジヤマ　沼津営業所 6,600,000    

玉野総合コンサルタント㈱　沼津事務所 辞退

（公社）静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 4,930,000    決定

㈱協同測量社　東京支社 6,200,000    

入札書比較価格

4,930,000 円 履行期限

電子入札 R5.1.6

㈱蒼設計 4,500,000    決定

㈲梶原建築設計事務所 3,600,000    無効

㈱日建築設計事務所 3,700,000    無効

㈲フジ建築設計事務所 無効

㈲小沢建築設計事務所 5,000,000    

入札書比較価格

4,800,000 円 円 履行期限

電子入札 R5.1.31

㈱駿河調査設計 2,270,000    

㈱滝口測量設計 2,220,000    決定

㈲小林技建興業 3,500,000    

中央建コン㈱ 4,930,000    

入札書比較価格

2,272,728 円 履行期限

電子入札 R5.3.17

日管㈱　御殿場支店 19,400,000   

東海ビル保善㈱ 8,191,000    

菱友冷熱㈱ 6,549,000    

㈱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 6,000,000    決定

入札書比較価格

8,059,000 円 履行期限

郵便入札 R4.12.28

㈲駿河ビル管理 2,321,000    決定

東海ビル保善㈱ 2,946,000    

㈱カンザイ 無効

㈱東静岡ビルサービス 3,030,000    

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 2,898,370    

入札書比較価格

2,639,000 円 履行期限

郵便入札 R4.11.30

㈲戸塚印刷所 2,044,000    決定

エビス（同） 2,190,000    

㈱御殿場印刷所 3,355,000    

入札書比較価格

2,565,950 円 履行期限

郵便入札 R4.11.18

執行令和4年6月21日 令和４年度

管　第　10　号

国土調査（地籍調査）測量業務委託

指 名 業 者事     　業       名担　当　課

神山
印野
板妻

国土調査課

永塚

3,840,000

市内

最低制限価格

国土調査課

管　第　11　号

国土調査（地籍調査）一筆地調査業
務委託 神山

公園緑地課

管　第　13　号

公園長寿命化計画更新業務委託

市民協働課
（建築住宅

課）

管　第　12　号

原里地区広場夜間照明LED化改修設計
業務委託

魅力発信課

管　第　16　号

令和５年　御殿場市政カレンダー印
刷製本業務委託 萩原

教育総務課

管　第　14　号

各小学校・中学校空調保守点検業務
委託 萩原　外

教育総務課

管　第　15　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



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

執行令和4年6月21日 令和４年度

指 名 業 者事     　業       名担　当　課

日管㈱　御殿場支店 5,050,000    

平井工業㈱　御殿場支店 4,700,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 4,200,000    決定

㈱二和工業商会 4,700,000    

協立電機㈱ 5,560,000    

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 6,200,000    

4,320,000 円 履行期限

電子入札 R5.1.31

日管㈱　御殿場支店 5,180,000    

平井工業㈱　御殿場支店 4,660,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 4,380,000    

㈱二和工業商会 4,540,000    

協立電機㈱ 4,600,000    

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 3,740,000    決定

4,050,000 円 履行期限

電子入札 R4.10.28

日管㈱　御殿場支店 5,050,000    

平井工業㈱　御殿場支店 4,100,000    決定

大東電機㈱　御殿場営業所 4,600,000    

㈱二和工業商会 4,470,000    

協立電機㈱ 4,970,000    

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 4,480,000    

4,190,000 円 履行期限

電子入札 R4.10.28

㈱白岩設計　御殿場支店 10,700,000   決定

㈱日新技術コンサルタント　静岡東部出張所 11,240,000   

㈱蓮池設計　伊豆営業所 11,200,000   

㈱大場上下水道設計 11,050,000   

入札書比較価格

11,290,000 円 履行期限

電子入札 R5.2.23

日管㈱　御殿場支店 7,300,000    

平井工業㈱　御殿場支店 7,400,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 6,700,000    決定

㈱二和工業商会 7,000,000    

協立電機㈱ 7,800,000    

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 7,350,000    

6,930,000 円 履行期限

電子入札 R5.3.31

日管㈱　御殿場支店 19,980,000   

平井工業㈱　御殿場支店 20,400,000   

大東電機㈱　御殿場営業所 18,700,000   

㈱二和工業商会 19,200,000   

協立電機㈱ 17,450,000   決定

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 18,900,000   

18,260,000 円 履行期限

電子入札 R5.3.31

日管㈱　御殿場支店 8,410,000    

平井工業㈱　御殿場支店 7,700,000    決定

大東電機㈱　御殿場営業所 8,300,000    

㈱二和工業商会 7,900,000    

協立電機㈱ 9,400,000    

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 8,100,000    

8,260,000 円 履行期限

電子入札 R5.3.31

上水道課

水管第　4　号

流量計点検業務委託
市内

上水道課

水管第　6　号

御殿場市水道事業　配水池初期及び
定期点検業務委託 市内

上水道課

水管第　3　号

滅菌機更新業務委託
永塚

上水道課

水管第　8　号

流量計更新業務委託
市内

上水道課

水管第　5　号

水位計点検業務委託
市内

上水道課

水管第　7　号

自動残留塩素計更新業務委託
永塚
印野

上水道課

水管第　9　号

水位計更新業務委託
市内



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

執行令和4年6月21日 令和４年度

指 名 業 者事     　業       名担　当　課

㈱小林保全 1,200,000    決定

オリエント工業㈲ 1,280,000    

富士ロードサービス㈱　沼津支店 1,330,000    

㈱須走総合企画　沼津支店 1,300,000    

㈱エイコウサービス 1,250,000    

入札書比較価格

1,300,000 円 履行期限

郵便入札 R4.12.28

㈱小林保全 8,000,000    

クリーンサービス㈱ 7,960,000    

オリエント工業㈲ 7,900,000    

富士ロードサービス㈱　沼津支店 8,000,000    

㈱須走総合企画　沼津支店 8,050,000    

入札書比較価格 ㈱エイコウサービス 7,760,000    決定

7,960,000 円 履行期限

郵便入札 R4.12.28

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 5,000,000    決定

協立電機㈱ 6,600,000    

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 6,340,000    

5,274,000 円 履行期限 ㈱第一テクノ　静岡営業所 5,480,000    

電子入札 R4.9.30

オリジナル設計㈱　静岡東部営業所 3,900,000    決定

㈱日水コン　静岡事務所 10,300,000   

㈱極東技工コンサルタント　静岡事務所 11,000,000   

日本水工設計㈱　静岡事務所 10,000,000   

㈱三水コンサルタント　静岡事務所 10,850,000   

入札書比較価格 ㈱日本インシーク　静岡営業所 4,930,000    

8,170,000 円 履行期限 ㈱パスコ　静岡支店 9,400,000    

電子入札 R5.3.31

オリジナル設計㈱　静岡東部営業所 3,200,000    決定

㈱日水コン　静岡事務所 11,700,000   

㈱極東技工コンサルタント　静岡事務所 8,000,000    

日本水工設計㈱　静岡事務所 6,500,000    

㈱三水コンサルタント　静岡事務所 7,480,000    

入札書比較価格 ㈱日本インシーク　静岡営業所 8,500,000    

4,290,000 円 履行期限 ㈱パスコ　静岡支店 6,300,000    

電子入札 R5.3.31

オリジナル設計㈱　静岡東部営業所 2,800,000    決定

㈱日水コン　静岡事務所 6,300,000    

㈱極東技工コンサルタント　静岡事務所 9,600,000    

日本水工設計㈱　静岡事務所 7,000,000    

㈱三水コンサルタント　静岡事務所 7,630,000    

入札書比較価格 ㈱日本インシーク　静岡営業所 辞退

4,020,000 円 履行期限 ㈱パスコ　静岡支店 6,400,000    

電子入札 R5.3.31

下水道課

下管第　2　号

令和４年度　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　4　号

令和4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

下水道課

下管第　6　号

御殿場市下水道ストックマネジメン
ト計画　管渠施設修繕・改築変更計
画策定業務委託

竈　外

下水道課

下管第　3　号

令和4年度　汚水５・６・７号幹線管
渠調査業務委託

萩原
新橋

二枚橋

下水道課

下管第　7　号

御殿場市下水道ストックマネジメン
ト計画　マンホールポンプ場修繕・
改築変更計画策定業務委託

竈　外

下水道課

下管第　5　号

御殿場市公共下水道事業計画変更認
可策定業務委託 竈　外


