
委　託　

第１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

㈱蒼設計 26,000,000   決定

㈲梶原建築設計事務所 35,000,000   

㈲勝又重春設計事務所 38,300,000   

㈱日建築設計事務所 27,500,000   立会

㈲フジ建築設計事務所 34,000,000   

入札書比較価格

33,328 千円 履行期限

H28.3.15

パシフィックコンサルタンツ㈱　静岡事務所 3,960,000    決定

㈱建設技術研究所　静岡事務所 6,470,000    

㈱長大　静岡事務所 4,950,000    

㈱ニュージェック　静岡事務所 4,900,000    立会

入札書比較価格 日本工営㈱　静岡事務所 辞退

12,037 千円 履行期限 ㈱佐藤総合計画　中部事務所 辞退

H28.3.31

㈱東日 8,540,000    

㈱環境アセスメントセンター 3,390,000    決定

㈱サイエンス 8,300,000    

日本総研㈱ 8,160,000    

入札書比較価格 ㈱リジオナル・プランニング・チーム 4,480,000    立会

7,500 千円 履行期限

H28.9.30

高森商事㈱ 不調

㈱勝又商事

㈱東海衛生

㈱タカダ産業

入札書比較価格 ㈱クリーンタウン

千円 履行期限 ㈲マルコ―

H28.3.31 ㈲東富士クリーンサービス

㈱大綱造園 2,800,000    決定

㈱ハヤシ造園土木 3,000,000    立会

横和庭園 辞退

㈱ひろせ造園土木　御殿場支店 3,200,000    

入札書比較価格

2,800 千円 履行期限

H27.9.11

㈱サーベイリサーチセンター　静岡事務所 1,680,000    決定

セコム医療システム㈱ 2,298,800    立会

㈱ぎょうせい 2,550,000    

㈱地域計画連合 失格

入札書比較価格

2,712 千円 履行期限

H28.3.31

都市整備課

管第５号

国道１３８号（乙女道路）あじ
さいの道維持管理業務委託 深沢

社会福祉課

管第６号

第三次御殿場市地域福祉計画策
定業務委託 市内

指 名 業 者

管第１号

市民会館ホール棟リニューアル
改修事業実施設計業務委託

管第２号

西・高根学校給食センター整備
計画策定業務委託

事     　業       名

川島田
塚原

執行平成27年4月16日 平成27年度

萩原

学校給食課

提  出  課

文化スポーツ課

萩原

環境課

管第３号

第２次御殿場市環境基本計画・
地球温暖化対策実行計画策定業
務委託

総務課

管第４号

公共施設産業廃棄物収集処分業
務委託 市内



委　託　

第１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

執行平成27年4月16日 平成27年度

提  出  課

セコム医療システム㈱ 1,761,390    決定

㈱アールピーアイ栃木 辞退

㈱サーベイリサーチセンター　静岡事務所 辞退

㈱現代けんこう出版 辞退

入札書比較価格

2,319 千円 履行期限

H28.3.31 （立会：㈱サーベイリサーチセンター　静岡事務所）

㈱日新技術コンサルタント　沼津出張所 3,720,000    

㈱日本水道設計社　静岡東部営業所 4,148,000    

オリジナル設計㈱　静岡東部営業所 3,000,000    立会

日本上下水道設計㈱　静岡事務所 11,600,000   

入札書比較価格 日本水工設計㈱　静岡事務所 3,500,000    

1,851 千円 履行期限 （財）日本環境整備教育センター 1,700,000    決定

H28.3.31

御殿場総合サービス㈱ 2,778,888    立会

愛知陸運㈱　御殿場営業所 辞退

日本通運㈱　沼津支店 1,499,400    決定

佐川急便㈱　東海支店 失格

入札書比較価格

1,560 千円 履行期限

H27.7.15

㈲駿河ビル管理 失格

東海ビル保善㈱ 2,170,000    

菱友冷熱㈱ 1,070,000    決定

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 2,084,000    立会

入札書比較価格

1,520 千円 履行期限

H27.9.30

昭和設計㈱　沼津営業所 49,000,000   

㈱東海建設コンサルタント 49,100,000   

㈱東日 49,200,000   

㈱フジヤマ　沼津営業所 48,880,000   

服部エンジニア㈱　沼津事務所 49,200,000   

伸東測量設計㈱ 48,640,000   立会

入札書比較価格 静岡コンサルタント㈱ 48,500,000   決定

49,278 千円 履行期限

H28.3.25

水研化学工業㈱　静岡営業所 9,000,000    決定

㈱ウォーターエージェンシー　静岡広域管理所 11,120,000   

㈱水機テクノス　静岡営業所 9,600,000    立会

メタウォーター㈱　静岡営業所 12,900,000   

入札書比較価格 静岡水工㈱ 9,820,000    

10,206 千円 履行期限

H28.3.31

㈱白岩設計　御殿場支店 3,200,000    決定

㈱日新技術コンサルタント　沼津出張所 3,760,000    

㈱蓮池設計 3,700,000    

㈱大場上下水道設計 3,360,000    立会

入札書比較価格

3,590 千円 履行期限

H27.12.10

水道工務課

水管第２号

茱萸沢第３配水場外３施設電気
設備設計業務委託 市内

道路河川課

管第１１号

（仮称）神山深良線道路新設工
事測量設計業務委託 神山

水道工務課

水管第１号

滅菌装置・注入ライン点検等業
務委託（上水・工水・簡水） 市内

子育て支援課

管第９号

指定袋配送業務委託
市内

教育総務課・子ども育成課

管第１０号

各小・中・幼稚園空調機保守点
検業務委託 市内

平成２７年度御殿場市生活排水
処理
基本計画作成業務委託

市内

介護福祉課

管第７号

二次予防事業対象者把握事業業
務委託 市内

下水道課

管第８号


