
委　託　

第７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

鈴木設計㈱　御殿場サテライトオフィス 12,600,000   決定

㈱フジヤマ　沼津営業所 13,200,000   

㈱東日 13,200,000   

服部エンジニア㈱　沼津事務所 13,000,000   

㈱中部綜合コンサルタント　沼津営業所 13,350,000   

入札書比較価格 不二総合コンサルタント㈱　沼津支店 13,000,000   

13,270,000 円 円 履行期限（期間） 静岡コンサルタント㈱ 13,050,000   

電子入札 R5.3.10

鈴木設計㈱　御殿場サテライトオフィス 1,250,000    1,150,000 決定

㈱フジヤマ　沼津営業所 1,320,000    1,230,000

㈱東日 1,400,000    1,200,000

服部エンジニア㈱　沼津事務所 1,300,000    1,200,000

㈱中部綜合コンサルタント　沼津営業所 1,350,000    1,200,000

入札書比較価格 不二総合コンサルタント㈱　沼津支店 1,350,000    1,200,000

1,220,000 円 円 履行期限（期間） 静岡コンサルタント㈱ 1,350,000    1,200,000

電子入札 R5.3.10

髙森商事㈱ 147,600,000  129,240,000 辞退

㈱東海衛生 136,800,000  128,700,000 辞退

㈲東富士クリーンサービス 144,000,000  129,360,000 128,370,000

㈱クリーンタウン 138,000,000  129,000,000 128,100,000

㈱勝又商事 129,600,000  128,400,000 124,800,000

㈱マルコー 138,000,000  129,300,000 128,190,000

履行期限（期間） ㈱タカダ産業 132,000,000  129,300,000 128,100,000

郵便入札

㈱クリーンタウン 51,300,000   49,800,000

㈱勝又商事 50,730,000   49,650,000 決定

㈱みくりや紙業 辞退

入札書比較価格

50,250,871 円 円 履行期限（期間）

郵便入札

㈱クリーンタウン 50,760,000   49,800,000 決定

㈱勝又商事 50,940,000   50,190,000

㈱みくりや紙業 辞退

入札書比較価格

50,250,871 円 円 履行期限（期間）

郵便入札

髙森商事㈱ 48,960,000   48,420,000 辞退

㈱東海衛生 49,200,000   48,000,000 辞退

㈲東富士クリーンサービス 50,400,000   48,000,000 44,640,000

㈱クリーンタウン 49,200,000   45,900,000 44,640,000

㈱勝又商事 48,600,000   45,000,000 43,200,000

㈱マルコー 49,500,000   47,700,000 44,190,000

履行期限（期間） ㈱タカダ産業 49,500,000   45,900,000 44,100,000

郵便入札

髙森商事㈱ 47,160,000   45,720,000 辞退

㈱東海衛生 49,200,000   46,050,000 辞退

㈲東富士クリーンサービス 46,080,000   42,480,000 40,680,000

㈱クリーンタウン 48,000,000   43,200,000 42,000,000

㈱勝又商事 48,000,000   43,800,000 42,000,000

㈱マルコー 49,200,000   45,900,000 42,000,000

履行期限（期間） ㈱タカダ産業 48,000,000   45,000,000 42,000,000

郵便入札

環境課

管　第　33　号

資源物（金属類・小型家電）、危険
ごみ（スプレー缶等）等収集運搬及
び排出用コンテナ、排出用ネット配
付並びに排出用コンテナ運搬業務委
託②

市内

令和5年4月1日
～
令和8年3月31日

環境課

管　第　32　号

資源物（金属類・小型家電）、危険
ごみ（スプレー缶等）等収集運搬及
び排出用コンテナ、排出用ネット配
付並びに排出用コンテナ運搬業務委
託①

市内

令和5年4月1日
～
令和8年3月31日

環境課

管　第　31　号

資源物（新聞・広告、雑誌・雑が
み、段ボール、紙パック）収集運搬
及び受入処理業務委託②

市内

最低制限価格

-

令和5年4月1日
～
令和8年3月31日

環境課

管　第　29　号

資源物（びん・缶）収集運搬及び回
収用コンテナ配付回収運搬業務委託 市内

令和5年4月1日
～
令和8年3月31日

環境課

管　第　30　号

資源物（新聞・広告、雑誌・雑が
み、段ボール、紙パック）収集運搬
及び受入処理業務委託①

令和5年4月1日
～
令和8年3月31日

管理維持課

管　第　28　号

社会資本整備総合交付金事業　市道
3545号線（新西川橋）橋梁定期点検
業務委託

神山

最低制限価格

-

担　当　課

市内

管理維持課

10,610,000

執行令和4年9月13日 令和４年度

管　第　27　号

社会資本整備総合交付金事業　市道
0127号線（西川橋）外17橋橋梁定期
点検業務委託

最低制限価格

不落

不落

不落

指 名 業 者事     　業       名

市内

最低制限価格

-



委　託　

第７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
担　当　課

執行令和4年9月13日 令和４年度

指 名 業 者事     　業       名

髙森商事㈱ 48,240,000   47,160,000 辞退

㈱東海衛生 49,200,000   47,016,000 辞退

㈲東富士クリーンサービス 48,960,000   46,200,000 43,560,000

㈱クリーンタウン 47,520,000   43,920,000 43,200,000

㈱勝又商事 48,300,000   46,200,000 43,500,000

㈱マルコー 48,900,000   47,100,000 43,800,000

履行期限（期間） ㈱タカダ産業 48,600,000   46,800,000 43,800,000

郵便入札

遠鉄システムサービス㈱ 2,594,000    決定

行政システム㈱　静岡支店 辞退

富士通Ｊａｐａｎ㈱　静岡東部支店 辞退

日興通信㈱　沼津支店 辞退

東京コンピュータサービス㈱　静岡支店 無効

入札書比較価格

3,160,000 円 円 履行期限（期間）

郵便入札 R5.3.31

東栄商工㈱　御殿場営業所 3,460,000    

日興通信㈱　沼津支店 辞退

東京コンピュータサービス㈱　静岡支店 3,252,500    

富士通Ｊａｐａｎ㈱　静岡東部支店 辞退

ＮＴＴビジネスソリューションズ㈱　静岡ビジネス営業部 1,870,000    決定

入札書比較価格

2,280,000 円 円 履行期限（期間）

郵便入札 R5.1.31

日管㈱　御殿場支店 3,560,000    

平井工業㈱　御殿場支店 3,000,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 2,500,000    決定

水研化学工業㈱　静岡営業所 3,400,000    

メタウォーター㈱　静岡営業所 3,230,000    

入札書比較価格

2,808,000 円 円 履行期限（期間）

郵便入札 R5.3.30

日管㈱　御殿場支店 4,420,000    

平井工業㈱　御殿場支店 4,040,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 4,300,000    

㈱二和工業商会 3,450,000    決定

㈱第一テクノ　静岡営業所 3,980,000    

入札書比較価格 電業社工事㈱ 辞退

3,580,000 円 円 履行期限（期間） 昱耕機㈱　静岡営業所 4,490,000    

電子入札 R5.3.31

日管㈱　御殿場支店 7,410,000    

平井工業㈱　御殿場支店 6,700,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 6,500,000    

㈱二和工業商会 5,750,000    決定

㈱第一テクノ　静岡営業所 6,500,000    

入札書比較価格 電業社工事㈱ 6,300,000    

5,900,000 円 円 履行期限（期間） 昱耕機㈱　静岡営業所 7,250,000    

電子入札 R5.3.31

㈱小林保全 3,060,000    

クリーンサービス㈱ 3,000,000    

オリエント工業㈲ 3,050,000    

富士ロードサービス㈱　沼津支店 3,070,000    

㈱須走総合企画　沼津支店 3,060,000    

入札書比較価格 ㈱エイコウサービス 2,950,000    決定

3,044,000 円 円 履行期限（期間）

郵便入札 R5.1.31

下水道課

下管第　15　号

二の岡地区外雨水誤接続調査業務委
託 二の岡外

最低制限価格

-

下水道課

下管第　14　号

MP-16　乙女口１号マンホールポンプ
場制御盤更新業務委託 新橋

最低制限価格

-

下水道課

下管第　13　号

MP-12　道路公団マンホールポンプ場
ポンプ更新業務委託 東田中

最低制限価格

-

上水道課

水管第　16　号

自動残留塩素計等点検業務委託
市内

最低制限価格

-

教育総務
課・管財課

管　第　36　号

備品システム導入委託
市内

最低制限価格

-

教育総務課

管　第　35　号

GoogleWorkspace構築作業業務委託
市内

最低制限価格

-

環境課

管　第　34　号

資源物（金属類・小型家電）、危険
ごみ（スプレー缶等）等収集運搬及
び排出用コンテナ、排出用ネット配
付並びに排出用コンテナ運搬業務委
託③

市内

令和5年4月1日
～
令和8年3月31日

不落


