
委　託　

第8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

高森商事㈱ 74,580,000 

㈱東海衛生 76,500,000 

㈲東富士クリーンサービス 74,320,000 立会

㈱クリーンタウン 79,000,000 

㈱勝又商事 75,200,000 

入札書比較価格 ㈲マルコー 75,000,000 

75,990 千円 履行期限 ㈱タカダ産業 73,205,000 決定

㈱御殿場衛生社 辞退

㈲みくりや紙業 85,500,000 

高森商事㈱ 79,500,000 

㈱東海衛生 79,900,000 

㈲東富士クリーンサービス 75,400,000 決定

㈱クリーンタウン 81,000,000 

㈱勝又商事 79,000,000 立会

㈲マルコー 80,400,000 

入札書比較価格 ㈱タカダ産業 79,580,000 

79,916 千円 履行期限 ㈱御殿場衛生社 辞退

㈲みくりや紙業 83,500,000 

高森商事㈱ 82,140,000 78,800,000 77,550,000

㈱東海衛生 78,900,000 77,700,000 76,080,000 決定

㈲東富士クリーンサービス 81,000,000 78,700,000 77,500,000 立会

㈱クリーンタウン 81,000,000 78,750,000 77,600,000

㈱勝又商事 84,000,000 77,900,000 77,600,000

㈲マルコー 82,200,000 78,800,000 77,600,000

入札書比較価格 ㈱タカダ産業 81,835,000 78,850,000 77,650,000

76,593 千円 履行期限 ㈱御殿場衛生社 辞退 辞退 辞退

㈲みくりや紙業 91,200,000 辞退 辞退

高森商事㈱ 79,440,000 決定

㈱東海衛生 81,500,000 

㈲東富士クリーンサービス 80,600,000 

㈱クリーンタウン 81,000,000 

㈱勝又商事 80,000,000 立会

㈲マルコー 82,800,000 

入札書比較価格 ㈱タカダ産業 83,265,000 

86,511 千円 履行期限 ㈱御殿場衛生社 辞退

㈲みくりや紙業 88,915,000 

高森商事㈱ 109,800,000 

㈱東海衛生 99,500,000 

㈲東富士クリーンサービス 96,000,000 

㈱クリーンタウン 108,000,000 

㈱勝又商事 89,100,000 決定

㈲マルコー 96,000,000 立会

入札書比較価格 ㈱タカダ産業 101,565,000 

96,679 千円 履行期限 ㈱御殿場衛生社 辞退

㈲みくりや紙業 109,992,000 

市内

市内

管　第　44　号

可燃ごみ収集運搬業務委託（Ｄ
コース）

リサイクル推進課

リサイクル推進課

管　第　43　号

可燃ごみ収集運搬業務委託（Ｃ
コース）

平成26年4月1日～平成31年3月31日

平成26年4月1日～平成31年3月31日

執行平成25年11月15日 平成２５年

市内

リサイクル推進課

提  出  課

リサイクル推進課

平成26年4月1日～平成31年3月31日

指 名 業 者

管　第　41　号

可燃ごみ収集運搬業務委託（Ａ
コース）

管　第　42　号

可燃ごみ収集運搬業務委託（Ｂ
コース）

事     　業       名

市内

平成26年4月1日～平成31年3月31日

リサイクル推進課

管　第　45　号

資源ごみ（ビン・カン）収集運
搬及びコンテナ配布業務委託 市内

平成26年4月1日～平成29年3月31日



委　託　

第8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

執行平成25年11月15日 平成２５年

提  出  課 指 名 業 者事     　業       名

㈱勝又商事 46,200,000 決定

㈱クリーンタウン 46,500,000 立会

㈲みくりや紙業 54,369,000 

入札書比較価格

48,930 千円 履行期限

㈱勝又商事 47,100,000 立会

㈱クリーンタウン 46,200,000 決定

㈲みくりや紙業 55,800,000 

入札書比較価格

48,930 千円 履行期限

平井工業㈱　御殿場支店 39,900,000 決定

㈱二和工業商会 44,700,000 立会

メタウォーター㈱　静岡営業所 47,900,000 

㈱水機テクノス　静岡営業所 50,200,000 

入札書比較価格 アイテック㈱　静岡支店 辞退

43,100 千円 履行期限 ㈱明電舎　静岡支店 辞退

㈱ウォーターエージェンシー　静岡営業所 辞退

㈲日基礎調査 4,300,000 

㈱東洋コンサルタント　静岡東部営業所 4,440,000 

㈱ジーベック　沼津営業所 4,250,000 

㈱富士和　沼津支店 4,200,000 立会

入札書比較価格 日本エルダルト㈱　東部営業所 4,100,000 決定

4,190 千円 履行期限

平成26年2月28日

㈱アクト 1,868,000 

㈱駿河調査設計 1,800,000 決定

㈱滝口測量設計 1,850,000 立会

㈲小林技建興業 1,910,000 

入札書比較価格 中央建コン㈱ 1,910,000 

1,853 千円 履行期限 ㈱フジ技興測量設計 1,880,000 

平成26年2月28日 ㈲東富士コンサルタント 1,900,000 

㈲オサダ設計 3,600,000 決定

合同会社ウエダ建築設備事務所 3,800,000 立会

㈱梓設計 16,000,000 

入札書比較価格

3,805 千円 履行期限

平成26年2月28日

リサイクル推進課

管　第　48　号

御殿場市一般廃棄物最終処分場
浸出水処理施設維持管理業務委
託

板妻

リサイクル推進課

管　第　46　号

資源ごみ（古紙）収集運搬及び
受入処理業務委託（古紙１） 市内

平成26年4月1日～平成29年3月31日

土木課

管　第　49　号

特定防衛施設周辺整備事業
市道0252号線外3路線土質調査
業務委託

保土沢　外

リサイクル推進課

管　第　47　号

資源ごみ（古紙）収集運搬及び
受入処理業務委託（古紙２） 市内

平成26年4月1日～平成29年3月31日

平成26年4月1日～平成29年3月31日

土木課

管　第　50　号

特定防衛施設周辺整備事業
市道0266号線用地測量業務委託 町屋

文化スポーツ課

管　第　51　号

市民会館熱源施設更新工事設計
業務委託 萩原



委　託　

第8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

執行平成25年11月15日 平成２５年

提  出  課 指 名 業 者事     　業       名

日管㈱　御殿場支店 6,190,000 

大東電機㈱　御殿場営業所 5,400,000 決定

平井工業㈱　御殿場支店 5,850,000 立会

㈱二和工業商会 5,890,000 

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 5,900,000 

5,841 千円 履行期限 協立電機㈱ 5,880,000 

平成26年3月20日 水研化学工業㈱　静岡営業所 5,900,000 

日管㈱　御殿場支店 6,950,000 

大東電機㈱　御殿場営業所 6,950,000 

平井工業㈱　御殿場支店 6,450,000 決定

㈱二和工業商会 6,780,000 立会

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 7,000,000 

7,673 千円 履行期限 協立電機㈱ 7,350,000 

平成26年2月14日 水研化学工業㈱　静岡営業所 7,650,000 

水道工務課

水管　第　14　号

工業用配水場水質測定器設置業
務委託 駒門

水道工務課

水管　第　15　号

水位計更新業務委託
市内


