
(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 18 号

２　入札日時

３　件　　　名

円 　  

円

円

円

円

指名（希望型）競争入札

平成24年４月25日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

最低制限価格
（消費税抜き） なし

業　　　者　　　名 第１回入札

印刷機賃貸借

予定価格
（消費税抜き） 20,100

富士通リース㈱静岡支店 17,680 決定

第２回入札 結　　果

日本電子計算機㈱ 18,640

日通商事㈱静岡支店 18,060

契約金額 18,564 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 19 号 入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

２　入札日時 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

３　件　　　名

円

平成24年４月25日執行

庁用車リース

指名（希望型）競争入札

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

予定価格
（消費税抜き） 40,000

最低制限価格
（消費税抜き） なし

㈲ツユキオート 辞退

大和リース㈱ 取止め

三菱電機クレジット㈱中部支店
静岡営業所

辞退

東電リース㈱ 欠席

契約金額 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 20 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

決定

指名（希望型）競争入札

平成24年４月25日執行

函南町立幼稚園備品購入

予定価格
（消費税抜き） 1,180,953

最低制限価格
（消費税抜き） なし

㈲ワールド社 1,206,450

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

㈱インク 1,030,000

㈲駿河フレーベル 999,700

㈱富士ひかりのくに 1,097,300

世界文化社販売㈱ 1,036,800

契約金額 1,049,685 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 22 号 入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

指名（希望型）競争入札

平成24年４月25日執行

都市計画公園等芝生管理等業務
委託

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

予定価格
（消費税抜き） 4,704,762

最低制限価格
（消費税抜き） なし

㈲神尾建設 4,800,000

㈲函南建設 4,700,000

㈲岩城造園 4,000,000 決定

田中造園 4,900,000

㈱日進 4,250,000

契約金額 4,200,000 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 23 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

平成24年４月25日執行

契約金額 6,300,000 （消費税込み）

 

 

 

㈱ワールドエンジニアリング 6,500,000

最低制限価格
（消費税抜き） なし

第１回入札

㈱二和工業商会 6,350,000

電業社工事㈱

6,352,381

指名（希望型）競争入札

決定

第２回入札 結　　果業　　　者　　　名

平井工業㈱ 6,000,000

蛇ヶ橋ポンプ場電気施設等点検
業務委託

予定価格
（消費税抜き）

6,400,000

㈲エム・テック 6,600,000

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 24 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

指名（希望型）競争入札

予定価格
（消費税抜き）

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

平成24年４月25日執行

函南町ごみ焼却場ダイオキシン
類等分析検査業務委託

東邦化工建設㈱ 3,140,000 決定

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

最低制限価格
（消費税抜き） なし

㈱東洋検査センター 3,170,000

東海プラント㈱ 3,480,000

㈱環境計量センター 3,520,000

㈱静環検査センター 3,300,000

 

 

 

契約金額 3,297,000

3,179,000

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

（消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 25 号 入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

２　入札日時 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

３　件　　　名

円

円

円

円

円

指名（希望型）競争入札

予定価格
（消費税抜き）

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年４月25日執行

最終処分場地下水・放流水水質
分析検査業務委託

912,000

東海プラント㈱ 1,000,000

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

㈱東洋検査センター 928,000

東邦化工建設㈱ 874,000 決定

契約金額 917,700 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 26 号

２　入札日時

３　件　　　名

円  

円

円

円

平成24年４月25日執行

フッ素洗口液調合・配布業務委託

指名（希望型）競争入札

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

予定価格
（消費税抜き） 1,733,334

最低制限価格
（消費税抜き） なし

㈱カツマタ 1,568,000 決定

シーエス薬品㈱沼津支店 1,680,000

芹沢薬品㈱ 辞退

契約金額 1,646,400 （消費税込み）

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 27 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　平成24年４月25日執行

幼稚園・小中学校消防用設備等
点検業務委託

指名（希望型）競争入札

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

予定価格
（消費税抜き） 706,000

最低制限価格
（消費税抜き） なし

㈲タカギ防災設備 600,000 決定

伊豆防災機器㈱ 635,000

㈱平和防災産業 650,000

契約金額 630,000 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 28 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

決定

平成24年４月25日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

学校トイレ清掃業務委託

指名（希望型）競争入札

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

予定価格
（消費税抜き） 1,255,000

最低制限価格
（消費税抜き） なし

㈱カンザイ 1,194,946

東海ビル保善㈱ 1,320,000

㈱ティ・エス・東部 1,290,000

　

　

　

契約金額 1,254,693 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 29 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

 

円

平成24年４月25日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

幼稚園・小中学校給食油水分離
槽清掃業務

指名（希望型）競争入札

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 793,000

最低制限価格
（消費税抜き） なし

伊豆総業㈱ 700,000

クリーンサービス㈱ 720,000

オリエント工業㈲ 680,000

　

　

　

契約金額 714,000 （消費税込み）

決定

結　　果



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 30 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

平成24年４月25日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

平成24年度水質検査単価契約

指名（希望型）競争入札

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 5,367,500

最低制限価格
（消費税抜き） なし

㈱東洋検査センター 7,487,000

㈱日水コン静岡事務所 7,841,290

㈱環境計量センター 4,496,000

㈱静環検査センター 6,081,800

(財)静岡県生活科学検査セン
ター

8,040,400

契約金額 4,720,800 （消費税込み）

決定

結　　果



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希2 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円  

円  

円  

円  

円  

円

平成24年４月25日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

緊急雇用創出事業　通学区域図
作成業務委託

指名（希望型）競争入札

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 8,238,096

最低制限価格
（消費税抜き） なし

東和設計㈱ 8,800,000

静岡コンサルタント㈱ 7,480,000

キュウメートル㈱三島営業所 8,700,000

東亜測量設計㈱ 8,800,000

新日本設計㈱三島営業所 11,000,000

契約金額 7,854,000 （消費税込み）

決定

結　　果

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保


