
委　託　委　託　委　託　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

㈲駿河ビル管理 辞退

東海ビル保善㈱ 34,020,000  立会

㈱カンザイ 36,720,000  

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 35,400,000  

入札書比較価格 ㈱ダイケンビルサービス　静岡支店 31,680,000  決定

31,82431,82431,82431,824 千円 履行期限

 平成29年4月1日～平成31年3月31日

㈲駿河ビル管理 5,616,000   決定

東海ビル保善㈱ 10,560,000  

㈱カンザイ 10,627,200  

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 12,840,000  

入札書比較価格 ㈱ダイケンビルサービス　静岡支店 8,952,000   立会

6,2106,2106,2106,210 千円 履行期限

 平成29年4月1日～平成31年3月31日

㈲駿河ビル管理 辞退

東海ビル保善㈱ 5,948,000   

菱友冷熱㈱ 2,548,000   決定

㈱カンザイ 辞退

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 5,948,000   立会

入札書比較価格 ㈱ダイケンビルサービス　静岡支店 7,060,000   

4,4404,4404,4404,440 千円 履行期限

 平成29年4月1日～平成31年3月31日

㈲駿河ビル管理 辞退

東海ビル保善㈱ 2,056,000   立会

㈱カンザイ 1,884,800   決定

㈱東海ビルメンテナス　東静岡営業所 2,187,000   

㈱ダイケンビルサービス　静岡支店 2,266,000   

入札書比較価格

1,9841,9841,9841,984 千円 履行期限

 平成29年4月1日～平成31年3月31日

㈲駿河ビル管理 19,600,000  立会

㈱富士アメニティ 16,260,000  決定

㈱廻天　ダスキン岩波支店 辞退

東海ビル保善㈱ 28,592,000  

㈱カンザイ 31,868,000  

入札書比較価格

22,67022,67022,67022,670 千円 履行期限

 平成29年4月1日～平成31年3月31日

㈲駿河ビル管理 5,000,000   決定

㈱富士アメニティ 10,016,000  

㈱廻天　ダスキン岩波支店 8,174,992   

東海ビル保善㈱ 8,431,600   

入札書比較価格 ㈱カンザイ 6,924,800   立会

5,1005,1005,1005,100 千円 履行期限

 平成29年4月1日～平成31年3月31日

管　第　75　号

図書館清掃管理業務委託

萩原

総務課

管　第　72　号

社会教育課

指 名 業 者

管　第　71　号

庁舎設備保守管理業務委託

萩原

管　第　70　号

市庁舎保安警備・駐車場管理・

宿日直業務委託 萩原

空調設備等保守管理業務委託

事     　業       名

萩原

執行平成29年2月22日 平成28年度

提  出  課

総務課・

水道業務

課

総務課・

水道業務

課

萩原

萩原

管　第　74　号

庁舎清掃管理業務委託

総務課・

水道業務

課

総務課

管　第　73　号

庁舎環境衛生管理業務委託



委　託　委　託　委　託　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

指 名 業 者事     　業       名

執行平成29年2月22日 平成28年度

提  出  課

㈱御殿場印刷所 16,173,500  決定

㈲戸塚印刷所 18,543,000  立会

エビス合同会社 32,448,500  

入札書比較価格

16,90016,90016,90016,900 千円 履行期限

 平成29年4月1日～平成30年3月31日

㈱御殿場印刷所 2,062,200   1,998,000 決定

㈲戸塚印刷所 3,024,000   辞退 立会

エビス合同会社 5,285,000   辞退

入札書比較価格

2,0622,0622,0622,062 千円 履行期限

 平成29年4月1日～平成30年3月31日

平井工業㈱　御殿場支店 45,600,000  決定

㈱二和工業商会 51,000,000  立会

メタウォーター㈱　静岡営業所 辞退

㈱水機テクノス　静岡営業所 辞退

アイテック㈱　静岡支店 辞退

入札書比較価格 ㈱明電舎　静岡支店 辞退

50,85050,85050,85050,850 千円 履行期限 ㈱ウォーターエージェンシー　静岡広域管理所 辞退

 平成29年4月1日～平成32年3月31日

高森商事㈱ 8,064,000   

㈱東海衛生 辞退

㈲東富士クリーンサービス 7,800,000   決定

㈱クリーンタウン 8,000,000   

㈱勝又商事 8,400,000   

入札書比較価格 ㈲マルコ― 8,100,000   

7,9327,9327,9327,932 千円 履行期限 ㈱タカダ産業 7,920,000   立会

 平成29年4月1日～平成30年3月31日

㈱リフレックス 辞退

野村興産㈱ 辞退

ＪＦＥ条鋼㈱　西日本工場　水島製造所 1,120,000   決定

入札書比較価格

1,1681,1681,1681,168 千円 履行期限

 平成29年4月1日～平成29年10月31日

東邦化工建設㈱ 2,640,000   

芝浦セムテック㈱ 982,600     決定

東海プラント㈱ 1,382,000   

㈱東洋検査センター 1,877,000   

入札書比較価格 ㈱環境計量センター 1,668,200   

1,3891,3891,3891,389 千円 履行期限 ㈱静環検査センター 1,174,000   立会

 平成29年4月1日～平成30年3月31日

東邦化工建設㈱ 1,570,000   決定

芝浦セムテック㈱ 1,706,700   

東海プラント㈱ 1,785,600   

㈱東洋検査センター 1,596,000   

入札書比較価格 ㈱環境計量センター 1,658,400   

1,5701,5701,5701,570 千円 履行期限 ㈱静環検査センター 1,584,000   立会

 平成29年4月1日～平成30年3月31日

（立会人：㈲東富士クリーンサービス）

平成２９年度河川環境調査委託

市内

リサイクル推進課

管　第　81　号

リサイクル推進課

管　第　80　号

神場

板妻

一般廃棄物最終処分場水質等検

査業務委託

神場

板妻

リサイクル推進課

管　第　78　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

議事課

管　第　77　号

平成29年度「市議会だより」印

刷業務（単価契約） 萩原

魅力発信課

管　第　76　号

平成29年度「広報ごてんば」印

刷業務（単価契約） 萩原

廃乾電池収集運搬処理業務委託

（単価契約）

リサイクル推進課

管　第　79　号

再資源化品拠点回収業務委託

環境課

管　第　82　号

市内
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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

指 名 業 者事     　業       名

執行平成29年2月22日 平成28年度

提  出  課

東邦化工建設㈱ 5,100,000   決定

芝浦セムテック㈱ 5,590,800   

東海プラント㈱ 5,560,000   

㈱東洋検査センター 5,504,000   

入札書比較価格 ㈱環境計量センター 5,524,350   

5,1305,1305,1305,130 千円 履行期限 ㈱静環検査センター 5,152,000   立会

 平成29年4月1日～平成30年3月31日

㈱カツマタ 2,900,000   

㈱近藤建設 2,750,000   立会

松林工業薬品㈱ 2,650,000   決定

㈲サカモト 辞退

入札書比較価格 水研化学工業㈱　静岡営業所 2,858,000   

2,7002,7002,7002,700 千円 履行期限

H29.3.27

静岡日電ビジネス㈱　沼津支店 1,837,600   決定

東名電設㈱ 1,975,300   立会

日興通信㈱　沼津支店 2,110,800   

入札書比較価格

2,0162,0162,0162,016 千円 履行期限

 平成29年4月1日～平成30年3月31日

竈

管　第　83　号

竈

危機管理課

管　第　85　号

同報無線（固定系）戸別受信機

保守点検業務委託（単価契約） 市内

平成２９年度御殿場浄化セン

ター水質検査等業務委託

下水道課

下水道課

管　第　84　号

御殿場浄化センター水処理棟脱

臭剤交換業務委託


