
委　託　

第４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

㈱アクト 26,100,000   

㈱駿河調査設計 25,900,000   

㈱滝口測量設計 25,700,000   決定

㈲小林技建興業 26,000,000   

中央建コン㈱ 26,220,000   

入札書比較価格 　　

26,180 千円 履行期限

電子入札 R2.3.31

㈱地域まちづくり研究所 4,793,000    決定

八千代エンジニヤリング㈱　静岡事務所 辞退

ランドブレイン㈱静岡事務所 辞退

㈱図書館総合研究所 4,997,000    立会

㈱図書館流通センター 辞退

入札書比較価格 ㈱アイアールエス 辞退

4,908 千円 履行期限

債務負担行為 R3.2.28

㈱フジヤマ　沼津営業所 6,000,000    

玉野総合コンサルタント㈱　沼津事務所 22,700,000   

公益社団法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 4,480,000    決定

㈱パスコ　静岡支店 辞退

㈱協同測量社　関東支社 6,900,000    

入札書比較価格

4,649 千円 履行期限

電子入札 R2.1.10

㈱オークス 4,800,000    4,800,000 4,800,000

㈱ナレッジ・マネージャー・ケア研究所 4,900,000    3,990,000 3,690,000

北日本コンピューターサービス㈱ 無効

入札書比較価格

2,500 千円 履行期限

R2.3.31

㈱ハヤシ造園土木 辞退

横和庭園 2,390,000    立会

㈱大綱造園 失格

㈱アート園芸昌 辞退

ウィルグリーン㈱ 2,000,000    決定

入札書比較価格

2,272 千円 履行期限

R2.3.30

東海埠頭㈱ 1,600,000    立会

㈱マルマ 失格

関東港業㈱文化財保存対策事業部 945,000      決定

入札書比較価格

958 千円 履行期限

R1.11.30

㈱興亜商事 20,460,000   

㈲セーフティ 20,390,000   

㈱日本ロードライン 19,400,000   決定

日道工業㈱　静岡営業所 20,240,000   

山交ライン㈱ 21,190,000   

入札書比較価格 信号器材㈱静岡営業所 20,700,000   

20,872 千円 履行期限

電子入札 R2.3.31

不調

図書館

管　第　22　号

国土調査課

社会福祉課

指 名 業 者

管　第　18　号

小山川改修計画に伴う測量設計
業務委託

事     　業       名

中畑

道路河川課

執行令和1年7月9日 令和元年度

道路河川課

管　第　24　号

駒門スマートインター案内標識
設置業務委託（国道等）

提  出  課

管　第　20　号

令和元年度　国土調査（地籍調
査）一筆地調査業務委託

公園緑地課

萩原

管　第　19　号

御殿場市図書館等整備基本構想
策定業務委託

印野

萩原

管　第　21　号

御殿場市被保護者健康管理支援
事業業務委託

御殿場市民俗資料収蔵庫燻蒸業
務委託

団地間連絡道路植栽箇所管理業
務委託

社会教育課

市内

管　第　23　号

市内

市内



委　託　

第４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

執行令和1年7月9日 令和元年度

提  出  課

㈱興亜商事 10,830,000   

㈲セーフティ 10,870,000   

㈱日本ロードライン 10,300,000   決定

日道工業㈱　静岡営業所 10,610,000   

山交ライン㈱ 11,240,000   

入札書比較価格 信号器材㈱静岡営業所 11,100,000   

11,121 千円 履行期限

電子入札 R2.3.31

日管㈱　御殿場支店 3,500,000    

平井工業㈱　御殿場支店 3,630,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 3,250,000    決定

㈱二和工業商会 3,750,000    

協立電機㈱ 3,580,000    

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 3,440,000    

3,460 千円 履行期限

電子入札 R2.1.31

日管㈱　御殿場支店 4,300,000    

平井工業㈱　御殿場支店 3,950,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 3,880,000    

㈱二和工業商会 3,940,000    

協立電機㈱ 3,610,000    

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 3,490,000    決定

3,549 千円 履行期限

電子入札 R1.10.31

日管㈱　御殿場支店 4,500,000    

平井工業㈱　御殿場支店 3,700,000    決定

大東電機㈱　御殿場営業所 4,380,000    

㈱二和工業商会 4,530,000    

協立電機㈱ 4,270,000    

入札書比較価格 メタウォーター㈱　静岡営業所 4,140,000    

4,010 千円 履行期限

電子入札 R1.10.31

日管㈱　御殿場支店 6,420,000    

大東電機㈱　御殿場営業所 5,000,000    

㈱二和工業商会 4,500,000    決定

㈱小林保全 4,600,000    立会

クリーンサービス㈱ 4,850,000    

入札書比較価格 オリエント工業㈲ 4,780,000    

4,504 千円 履行期限

R1.10.31

市内

市内

上水道課

水管第6号

上水道課

水管第7号

自動残留塩素計更新業務委託

下管第5号

流量計点検業務委託

道路河川課

下水道課

上水道課

水位計点検業務委託

御殿場郵便局外マンホールポン
プ場点検等業務委託

茱萸沢上

市内

市内

管　第　25　号

駒門スマートインター案内標識
設置業務委託（県道等）

水管第5号


