
(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 40 号

２　入札日時

３　件　　　名

円 　  

円 円

円 円

（消費税込み）契約金額

不調

日通商事㈱静岡支店 9,400 9,380

最低制限価格
（消費税抜き） なし

長尺プリンタ機賃貸借

日本電子計算機㈱ 辞退

予定価格
（消費税抜き） 8,960

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

富士通リース㈱静岡支店 9,300 9,260

指名（希望型）競争入札

平成24年6月21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



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 41 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

契約金額 （消費税込み）

日通商事㈱静岡支店 辞退

日本電子計算機㈱ 辞退

富士通リース㈱静岡支店

指名（希望型）競争入札

第２回入札 結　　果

平成24年6月21日執行

印刷機賃貸借（中央公民館、西部
コミュニティセンター）

業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 取止め

最低制限価格
（消費税抜き） なし



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 42 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円契約金額 850,500 （消費税込み）

㈱丹澤楽器店

㈲飯田ピアノ 1,001,040

810,000

平成24年6月21日執行

小・中学校教室用オルガン購入

業　　　者　　　名

決定

第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 943,760

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

1,161,600

第２回入札 結　　果

最低制限価格
（消費税抜き） なし

㈲やまがた楽器店

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

指名（希望型）競争入札



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 43 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 （消費税込み）契約金額 3,832,500

4,100,000

ホシザキ湘南㈱三島営業所 4,250,000

タニコー㈱三島営業所

東静調理機㈱ 3,650,000 決定

㈱中松 4,120,000

北沢産業㈱三島営業所 4,200,000

最低制限価格
（消費税抜き） なし

第２回入札 結　　果業　　　者　　　名 第１回入札

小学校・中学校給食用備品の購
入

予定価格
（消費税抜き） 3,800,000

指名（希望型）競争入札

平成24年6月21日執行 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 44 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　

決定
㈱大場上下水道設計沼津営業
所

 

810,000

 

第２回入札 結　　果業　　　者　　　名

㈱フジヤマ沼津営業所 950,000

952,000

指名（希望型）競争入札

第１浄水場改修等方策検討業務
委託

予定価格
（消費税抜き）

第１回入札

㈱東日函南営業所 900,000

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年6月21日執行

 

契約金額 850,500 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 45 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円契約金額 1,470,000 （消費税込み）

 

 

 

決定

㈲遠藤工業 1,950,000

㈲石井水道工業 1,600,000

㈲笹原工業 1,400,000

第２回入札

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

予定価格
（消費税抜き）

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

なし

指名（希望型）競争入札

1,638,096

業　　　者　　　名 第１回入札

平成24年6月21日執行

（国）136号函南三島バイパスP10
～P12北側歩道配水管布設工事

最低制限価格
（消費税抜き）

結　　果



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 46 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

第２回入札

契約金額 2,730,000 （消費税込み）

㈱島井組プラント 2,600,000 決定

㈱荒新機工 3,250,000

結　　果

㈱キムラ 3,200,000

業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 2,780,953

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年6月21日執行

函南町ごみ焼却場　１・２号炉助
燃再燃バーナー整備補修工事

指名（希望型）競争入札



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 47 号

２　入札日時

３　件　　　名

円  

円

円

円

円

円

円 （消費税込み）契約金額 5,775,000

㈲エム・テック 5,600,000

シーキューブ㈱静岡支店 辞退

平井工業㈱ 5,600,000

㈱長沢電機 5,500,000 決定

㈲大村電気工業 5,810,000

第２回入札 結　　果

㈲榎本無線 5,790,000

業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 5,523,810

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年6月21日執行

丹那小学校グランド夜間照明改
修工事

指名（希望型）競争入札

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 制23 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円契約金額 7,105,959 （消費税込み）

アズビル金門㈱中部支店 9,377,800

㈱ニッコク東京支店 10,278,800

前澤給装工業㈱静岡営業所 8,726,860

東洋計器（株）静岡営業所 7,298,640

愛知時計電機（株）静岡営業所 6,767,580 決定

第２回入札 結　　果

平成24年6月21日執行

量水器購入（単価契約）

最低制限価格
（消費税抜き） なし

業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 9,475,229

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

指名（希望型）競争入札

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 希24電号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

5,000,000

契約金額 2,068,500 （消費税込み）

不二総合コンサルタント㈱富士
支店

4,200,000

キタイ設計㈱静岡事務所 辞退

新日本設計㈱三島営業所 4,900,000

中央コンサルタンツ㈱静岡事務
所

㈱フジヤマ沼津営業所 4,649,000

開発虎ノ門コンサルタント㈱静
岡東部事務所

4,500,000

伸東測量設計㈱ 4,200,000

㈱東日函南営業所 4,200,000

㈱建設コンサルタントセンター 4,200,000

昭和設計㈱ 4,100,000

ウエマツコンサルティング沼津
支店

4,150,000

㈱長大静岡事務所 3,300,000

㈱東海建設コンサルタント 4,050,000

㈱オリエンタルコンサルタンツ静
岡事務所

2,500,000

パシフィックコンサルタンツ㈱静
岡事務所

2,800,000

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

静岡コンサルタント㈱ 2,050,000

㈱パスコ静岡支店 1,970,000 決定

最低制限価格
（消費税抜き） なし

橋梁長寿命化修繕計画策定業務
委託

予定価格
（消費税抜き） 4,657,143

指名（希望型）競争入札

平成24年6月21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



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希25 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

 

円

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

決定

契約金額 2,572,500 （消費税込み）

　

　

　

2,476,191

システムナオ㈱ 辞退

電業社工事㈱ 2,450,000

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

平井工業㈱ 2,600,000

畑毛・稲妻排水機場ポンプ設備
等点検整備業務委託

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き）

最低制限価格
（消費税抜き） なし

結　　果

指名（希望型）競争入札

平成24年6月21日執行



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希26電号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円 （消費税込み）

決定

結　　果

契約金額 6,825,000

静岡コンサルタント㈱ 6,800,000

伸東測量設計㈱ 6,750,000

㈱東海建設コンサルタント 6,650,000

㈱フジヤマ沼津営業所 6,580,000

㈱東日函南営業所 6,500,000

平成24年度　函南運動公園整備
事業　実施設計業務委託

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 6,742,858

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年6月21日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

指名（希望型）競争入札

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 希27 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円  

円  

円  

円  

 

円

決定

結　　果

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

契約金額 735,000 （消費税込み）

㈱大場上下水道設計沼津営業
所

950,000

キュウメートル㈱三島営業所 820,000

㈱東日函南営業所 700,000

静岡コンサルタント㈱ 800,000

町道1-6号線道路改良工事設計
業務委託

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 733,334

最低制限価格
（消費税抜き） なし

指名（希望型）競争入札

平成24年6月21日執行 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 希28 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

円

結　　果

決定

契約金額 1,732,500 （消費税込み）

システムナオ㈱ 2,160,000

小林電気工業㈱ 2,140,000

㈱ダイナナ 2,280,000

㈱長沢電機 1,650,000

三和電気土木工事㈱静岡営業
所

1,900,000

平井工業㈱ 2,050,000

小学校非常放送設備更新工事

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 2,066,667

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年6月21日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

指名（希望型）競争入札

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 希29 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

円

円

決定

結　　果

契約金額 1,449,000 （消費税込み）

システムナオ㈱ 2,050,000

小林電気工業㈱ 2,090,000

東栄商工㈱ 1,380,000

㈱ダイナナ 2,150,000

㈱長沢電機 1,500,000

三和電気土木工事㈱静岡営業
所

1,630,000

平井工業㈱ 1,950,000

東小学校校内放送設備改修工事

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 1,895,239

最低制限価格
（消費税抜き） なし

指名（希望型）競争入札

平成24年6月21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



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希30 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

決定

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

契約金額 3,864,000 （消費税込み）

㈲小田切建創 4,500,000

㈱シズコン 6,000,000

㈱小川建設 3,980,000

㈱水口建設 3,850,000

㈲杉村工務店 3,680,000

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

西小学校体育館・校舎外部改修
工事

予定価格
（消費税抜き） 3,733,334

最低制限価格
（消費税抜き） なし

結　　果

平成24年6月21日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

指名（希望型）競争入札



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希31 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

決定

結　　果

函南中学校南校舎外壁塗替工事

契約金額 2,205,000 （消費税込み）

㈱シズコン 2,300,000

㈲サクライ伊豆の国支店 2,500,000

㈱ヤグチ技工 2,100,000

最低制限価格
（消費税抜き） なし

㈱トミック 2,700,000

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 3,790,477

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

指名（希望型）競争入札

平成24年6月21日執行 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 希32電号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

第２回入札 結　　果

決定

指名（希望型）競争入札

平成24年6月21日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

函南中学校南校舎屋上防水改修
工事

第１回入札

予定価格
（消費税抜き）

（消費税込み）契約金額 7,245,000

㈱ヤグチ技工 9,200,000

㈲サクライ伊豆の国支店 8,600,000

最低制限価格
（消費税抜き） なし

㈱シズコン 8,100,000

11,898,000

㈱トミック 6,900,000

業　　　者　　　名

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 希33電号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円契約金額 15,750,000 （消費税込み）

結　　果

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

指名（希望型）競争入札

決定

二ノ宮建設㈱ 15,500,000

㈲田口建設 15,000,000

東中学校第３理科室改修工事

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

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6月21日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

17,000,000



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希34電号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円10,920,000 （消費税込み）契約金額

菅沼建設㈱ 11,000,000

㈲順建設 10,880,000

㈲函南建設 10,970,000

㈲仁科組 10,800,000

㈲竹之内建設 10,850,000

㈱渡辺工務店 10,500,000

㈱鈴紘建設 10,670,000

指名（希望型）競争入札

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

第２回入札 結　　果業　　　者　　　名 第１回入札

最低制限価格
（消費税抜き） なし

（まち交）汚水989-1枝線工事

㈱水口建設 10,400,000 決定

予定価格
（消費税抜き） 11,142,858

平成24年6月21日執行 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 希35電号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円契約金額 25,095,000 （消費税込み）

㈱長沢電機 24,800,000

三和電気土木工事㈱静岡営業
所

辞退

平井工業㈱ 23,900,000 決定

保健福祉センター中央監視装置
改修工事

第２回入札 結　　果業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 25,142,858

最低制限価格
（消費税抜き） なし

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

平成24年6月21日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

指名（希望型）競争入札



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希36電号

２　入札日時

３　件　　　名

契約金額 （消費税込み）

辞退

メックテクノ㈱静岡支店

平井工業㈱

最低制限価格
（消費税抜き） なし

業　　　者　　　名 第１回入札

排水機場電気設備修繕工事

予定価格
（消費税抜き） 取止め

第２回入札 結　　果

指名（希望型）競争入札

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

平成24年6月21日執行 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 希37電号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円契約金額 10,342,500 （消費税込み）

㈲岩城ホームサービス 12,000,000

㈲仁科組 12,000,000

㈲石井水道工業 11,480,000

岡田設備工業㈱ 10,858,000

㈲石川設備工業 9,850,000 決定

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

予定価格
（消費税抜き） 12,761,905

最低制限価格
（消費税抜き） なし

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

平成24年6月21日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

（国）136号函南三島バイパスBP
φ 250管切廻し工事その１

指名（希望型）競争入札



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希38 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

円契約金額 3,990,000 （消費税込み）

㈲杉本ホームサービス 4,600,000

㈲石井水道工業 4,000,000

㈲石川設備工業 3,800,000 決定

㈲岩城ホームサービス 5,000,000

㈲仁科組 5,000,000

岡田設備工業㈱ 4,856,000

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

予定価格
（消費税抜き） 5,171,429

最低制限価格
（消費税抜き） なし

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

平成24年6月21日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

（国）136号函南三島バイパスBP
φ 250管切廻し工事その2

指名（希望型）競争入札



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希39 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

円契約金額 6,741,000 （消費税込み）

㈲杉本ホームサービス 6,800,000

㈲石井水道工業 7,300,000

㈲石川設備工業 6,420,000 決定

㈲岩城ホームサービス 8,000,000

㈲仁科組 8,100,000

岡田設備工業㈱ 7,196,000

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

予定価格
（消費税抜き） 8,495,239

最低制限価格
（消費税抜き） なし

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

平成24年6月21日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

（国）136号函南三島バイパスBP
φ 250管切廻し工事その3

指名（希望型）競争入札


