
委　託　

第１１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

髙森商事㈱ 147,600,000  

㈱東海衛生 126,900,000  

㈲東富士クリーンサービス 121,500,000  

㈱クリーンタウン 119,100,000  

㈱勝又商事 118,800,000  決定

入札書比較価格 ㈱マルコー 120,000,000  

120,000,000 円 円 履行期限又は期間 ㈱タカダ産業 123,900,000  

郵便入札 R5.4.1~R8.3.31

髙森商事㈱ 12,600,000   

㈱東海衛生 12,900,000   

㈲東富士クリーンサービス 11,700,000   決定

㈱クリーンタウン 13,200,000   

㈱勝又商事 13,350,000   

入札書比較価格 ㈱マルコー 13,800,000   

11,940,000 円 円 履行期限又は期間 ㈱タカダ産業 11,800,000   

郵便入札 R5.4.1~R6.3.31

髙森商事㈱ 79,200,000   辞退

㈱東海衛生 73,800,000   71,400,000 70,200,000

㈲東富士クリーンサービス 82,200,000   71,250,000 70,260,000

㈱クリーンタウン 76,200,000   71,880,000 70,500,000

㈱勝又商事 72,000,000   70,560,000 69,000,000

㈱マルコー 81,900,000   71,700,000 70,500,000

履行期限又は期間 ㈱タカダ産業 75,000,000   71,490,000 69,900,000

郵便入札 R5.4.1~R8.3.31

髙森商事㈱ 79,200,000   辞退

㈱東海衛生 77,700,000   75,300,000 72,500,000

㈲東富士クリーンサービス 77,400,000   75,000,000 73,200,000

㈱クリーンタウン 76,110,000   73,500,000 71,700,000

㈱勝又商事 77,100,000   74,400,000 72,900,000

㈱マルコー 79,500,000   74,850,000 73,500,000

履行期限又は期間 ㈱タカダ産業 76,800,000   74,700,000 72,600,000

郵便入札 R5.4.1~R8.3.31

髙森商事㈱ 82,880,000   辞退

㈱東海衛生 72,000,000   71,700,000 70,410,000

㈲東富士クリーンサービス 72,600,000   71,400,000 70,200,000

㈱クリーンタウン 72,000,000   70,800,000 70,200,000

㈱勝又商事 73,500,000   71,280,000 70,440,000

㈱マルコー 71,715,000   70,500,000 70,050,000

履行期限又は期間 ㈱タカダ産業 93,229,500   辞退

郵便入札 R5.4.1~R8.3.31

㈱江東微生物研究所　静岡営業所 辞退

東邦化工建設㈱ 2,872,800    

芝浦セムテック㈱ 1,584,900    決定

東海プラント㈱ 1,688,000    

㈱東洋検査センター 2,153,000    

入札書比較価格 ㈱総合環境分析　静岡営業所 1,650,000    

1,784,900 円 円 履行期限又は期間 ㈱環境計量センター 2,009,000    

郵便入札 R5.4.1~R6.3.31㈱静環検査センター 1,690,000    

玉穂木材工業㈱ 4,000,000    

㈱駿河サービス工業 辞退

㈲小寺製材所 無効

㈱サンフジ 3,430,000    決定

木産緑化㈱ 3,500,000    

入札書比較価格

4,278,000 円 円 履行期限又は期間

郵便入札 R5.3.31

執行令和5年1月24日 令和４年度

管　第　49　号

資源物（びん・缶）収集運搬及び回
収用コンテナ配付回収業務委託

最低制限価格

指 名 業 者事     　業       名担　当　課

市内全域

環境課

-

環境課

管　第　54　号

一般廃棄物最終処分場水質等検査業
務委託 板妻・神場

最低制限価格

-

環境課

管　第　53　号

不燃ごみ等収集運搬業務委託
市内全域

農林整備課

管　第　55　号

市単独農業施設等整備事業　中畑北
区内伐採業務委託 中畑北

最低制限価格

-

環境課

管　第　50　号

再資源化品拠点回収業務委託
市内全域

最低制限価格

-

環境課

管　第　51　号

金属類等収集運搬及びコンテナ等配
付業務委託① 市内全域

環境課

管　第　52　号

金属類等収集運搬及びコンテナ等配
付業務委託② 市内全域

不落

不落

不落



委　託　

第１１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5年1月24日 令和４年度

指 名 業 者事     　業       名担　当　課

御殿場総合サービス㈱ 67,720,000   決定

㈱パソナ　パソナ・沼津 辞退

シダックス大新東ヒューマンサービス㈱　中部第二支店 辞退

㈱ＮＴＴマーケティングアクト 辞退

入札書比較価格

67,722,447 円 円 履行期限又は期間

郵便入札 R5.4.1~R7.3.31

㈱電算システム 16,587,000   決定

㈱エヌ・ティ・ティ・データ東海 辞退

㈱日立システムズ　神奈川支店 辞退

入札書比較価格

16,587,000 円 円 履行期限又は期間

郵便入札 R5.4.1~R8.3.31

㈱御殿場印刷所 無効

㈲戸塚印刷所 33,311,950   

エビス（同） 25,073,950   

㈱耕文社 29,329,500   

文光堂印刷㈱ 辞退

入札書比較価格 ナポー㈱ 12,099,200   決定

12,727,000 円 円 履行期限又は期間

郵便入札 R6.3.20

御殿場総合サービス㈱ 4,666,000    決定

㈲駿河ビル管理 6,796,000    

㈱富士アメニティ 辞退

東海ビル保善㈱ 7,256,800    

㈱カンザイ 7,020,000    

入札書比較価格 ㈱東静岡ビルサービス 5,700,000    

4,666,616 円 円 履行期限又は期間 ㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 7,840,000    

郵便入札 R5.4.1~R7.3.31

㈲駿河ビル管理 23,000,000   

㈱富士アメニティ 22,980,000   決定

東海ビル保善㈱ 24,500,000   

㈱カンザイ 30,500,000   

㈱東静岡ビルサービス 24,484,000   

入札書比較価格 ㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 31,000,000   

26,254,000 円 円 履行期限又は期間

郵便入札 R5.4.1~R7.3.31

綜合警備保障㈱　沼津支社 辞退

㈱ザ・トーカイ　沼津支店 辞退

鈴与セキュリティサービス㈱　三島支店 8,460,000    

セコム㈱ 5,544,000    決定

入札書比較価格

12,945,600 円 円 履行期限又は期間

郵便入札 R5.4.1~R8.3.31

㈲駿河ビル管理 2,376,000    

東海ビル保善㈱ 2,198,000    

㈱カンザイ 2,150,000    決定

㈱東静岡ビルサービス 2,528,000    

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 2,266,000    

入札書比較価格

2,280,000 円 円 履行期限又は期間

郵便入札 R5.4.1~R7.3.31

救急医療課

管　第　56　号

御殿場市救急医療センター受付等業
務委託 西田中

最低制限価格

-

税務課

管　第　57　号

御殿場市税コンビニエンスストア収
納事務委託（単価契約） 萩原

最低制限価格

-

魅力発信課

管　第　58　号

令和５年度「広報ごてんば」印刷業
務委託（単価契約） 市内

最低制限価格

-

学校給食課

管　第　59　号

学校給食センタートイレ等清掃・消
毒業務委託 市内

最低制限価格

-

管財課・上
水道課

管　第　60　号

御殿場市役所庁舎清掃管理業務委託
萩原

最低制限価格

-

管財課・上
水道課

管　第　61　号

御殿場市役所庁舎機械警備業務委託

最低制限価格

-

管財課

管　第　62　号

御殿場市役所庁舎環境衛生管理業務
委託 萩原

最低制限価格

-

萩原



委　託　

第１１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5年1月24日 令和４年度

指 名 業 者事     　業       名担　当　課

東邦化工建設㈱ 14,400,000   決定

芝浦セムテック㈱ 15,360,000   

東海プラント㈱ 16,680,000   

㈱東洋検査センター 15,156,000   

㈱環境計量センター 16,950,000   

入札書比較価格 ㈱静環検査センター 15,300,000   

15,300,000 円 円 履行期限又は期間

郵便入札 R5.4.1~R8.3.31

下水道課

下管第　17　号

御殿場浄化センター水質及び汚泥検
査業務委託 竈

最低制限価格

-


