
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

㈱駿河調査設計 10,600,000   9,900,000 9,600,000

㈱滝口測量設計 10,200,000   9,800,000 9,500,000

㈲小林技建興業 10,350,000   10,000,000 9,700,000

中央建コン㈱ 10,400,000   10,000,000 9,600,000

履行期限

電子入札 R5.3.20

㈱フジヤマ　沼津営業所 7,600,000    決定

日本工営都市空間株式会社　沼津事務所 10,000,000   

国際航業㈱　静岡支店 8,590,000    

昭和㈱　静岡支社 8,000,000    

大日コンサルタント㈱　静岡事務所 辞退

入札書比較価格

8,070,000 円 履行期限

電子入札 R6.3.22

クリーンサービス㈱ 3,100,000    

㈱須走総合企画　沼津支店 3,650,000    

㈱マキノ 3,112,000    

㈱三水 3,155,000    

グリーン・シャワー㈱ 2,900,000    決定

入札書比較価格 ㈱城南メンテナンス 無効

2,950,000 円 履行期限 ㈱テクアノーツ　中部事業所 3,000,000    

郵便入札 R5.1.31

フジ地中情報㈱　静岡営業所 7,800,000    

㈱サンリーク　静岡支店 7,300,000    

水道テクニカルサービス㈱　静岡営業所 7,430,000    

㈱リクチ漏水調査　静岡営業所 7,270,000    

㈱城南メンテナンス 7,200,000    

入札書比較価格 地中エンジニアリング㈱ 6,900,000    決定

7,520,000 円 履行期限

郵便入札 R4.11.30

日管㈱　御殿場支店 10,200,000   

平井工業㈱　御殿場支店 9,200,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 9,200,000    

㈱二和工業商会 8,400,000    決定

電業社工事㈱ 8,875,000    

入札書比較価格

8,610,000 円 履行期限

電子入札 R5.2.28

日管㈱　御殿場支店 12,660,000   

平井工業㈱　御殿場支店 11,800,000   

大東電機㈱　御殿場営業所 10,800,000   決定

㈱二和工業商会 11,400,000   

電業社工事㈱ 辞退

入札書比較価格

11,260,000 円 履行期限

電子入札 R5.2.28

日管㈱　御殿場支店 10,500,000   

平井工業㈱　御殿場支店 9,200,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 8,800,000    

㈱二和工業商会 8,400,000    

㈱第一テクノ　静岡営業所 8,200,000    決定

入札書比較価格 電業社工事㈱ 辞退

9,050,000 円 履行期限 昱耕機㈱　静岡営業所 8,900,000    

電子入札 R5.3.31

不落

指 名 業 者事     　業       名担　当　課

二子

道路河川課

上水道課

水管第　10　号

配水池内部清掃業務委託
市内

農政課

管　第　18　号

令和4・5年度　御殿場市農業振興地
域整備計画基礎調査及び定期変更業
務委託

市内

執行令和4年7月6日 令和４年度

管　第　17　号

狭あい道路整備等促進事業
市道３１８５号線測量設計業務委託

上水道課

水管第　11　号

漏水調査業務委託
市内

上水道課

水管第　12　号

高根第１－２水源取水ポンプ入替及
び浚渫業務委託 上小林

上水道課

水管第　13　号

大子山第１水源取水ポンプ入替及び
浚渫業務委託 中畑西

下水道課

下管第　8　号

御殿場郵便局マンホールポンプ場ポ
ンプ取替業務委託 二枚橋



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
指 名 業 者事     　業       名担　当　課

執行令和4年7月6日 令和４年度

日管㈱　御殿場支店 5,700,000    

平井工業㈱　御殿場支店 4,350,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 5,050,000    

㈱二和工業商会 4,300,000    

㈱第一テクノ　静岡営業所 4,000,000    決定

入札書比較価格 電業社工事㈱ 辞退

4,460,000 円 履行期限 昱耕機㈱　静岡営業所 4,650,000    

電子入札 R5.3.31

㈱カツマタ 6,180,500    

㈱近藤建設 5,900,000    決定

松林工業薬品㈱　経営本部 6,200,000    

水研化学工業㈱　静岡営業所 6,500,000    

入札書比較価格

6,054,750 円 履行期限

郵便入札 R4.12.23

㈱カツマタ 1,650,000    決定

㈱近藤建設 1,805,500    

松林工業薬品㈱　経営本部 1,670,000    

水研化学工業㈱　静岡営業所 2,100,000    

入札書比較価格

1,725,500 円 履行期限

郵便入札 R4.12.23

日管㈱　御殿場支店 15,000,000   

平井工業㈱　御殿場支店 14,500,000   

大東電機㈱　御殿場営業所 11,800,000   

㈱二和工業商会 10,900,000   決定

㈱第一テクノ　静岡営業所 12,000,000   

入札書比較価格 電業社工事㈱ 11,425,000   

11,100,000 円 履行期限 昱耕機㈱　静岡営業所 12,560,000   

電子入札 R5.3.31

下水道課

下管第　9　号

二枚橋高架橋マンホールポンプ場ポ
ンプ取替業務委託 二枚橋

御殿場

下水道課

下管第　10　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　12　号

御東原黄瀬川マンホールポンプ場更
新業務委託 萩原

下水道課

下管第　11　号

御殿場第一中継ポンプ場脱臭剤交換
業務委託


