
(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 48電 号

２　入札日時

３　件　　　名

　  

（消費税込み）契約金額

メックテクノ㈱静岡支店

大野電機工業㈱ 辞退

シーキューブ㈱静岡支店 辞退

荏原実業㈱静岡支社 辞退

㈱長沢電機 不着

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年度　排水機場電気設備
修繕工事

日管㈱沼津支店 辞退

予定価格
（消費税抜き） 取止め

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

㈱ダイナナ 辞退

指名競争入札

平成24年7月19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 制49 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

円契約金額 869,400 （消費税込み）

NECキャピタルソリューション㈱
静岡支店

899,000

富士通リース㈱静岡支店 828,000 決定

日本教育情報機器㈱ 830,100

制限付一般競争入札

第２回入札 結　　果

平成24年7月19日執行

小学校パソコン教室　パソコン等
の機器賃貸借

業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 982,934

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 制50 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円契約金額 518,910 （消費税込み）

富士通リース㈱静岡支店

518,000

平成24年7月19日執行

戸籍システム機器等賃貸借

業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 509,524

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

494,200

第２回入札 結　　果

最低制限価格
（消費税抜き） なし

NECキャピタルソリューション㈱
静岡支店

決定

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

制限付一般競争入札



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 制51 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 （消費税込み）契約金額 92,610

決定
NECキャピタルソリューション㈱
静岡支店

88,200

富士通リース㈱静岡支店 89,260

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

上水道事業会計システムリース

予定価格
（消費税抜き） 91,760

制限付一般競争入札

平成24年7月19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 制52 号

２　入札日時

３　件　　　名

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　

 

 

第２回入札 結　　果業　　　者　　　名

取止め

制限付一般競争入札

小中学校特殊建築物定期調査報
告業務委託

予定価格
（消費税抜き）

第１回入札

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年7月19日執行

 

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 制53 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

決定（くじによる）

契約金額 2,079,000 （消費税込み）

 

 

 

㈱名豊 1,980,000

㈱現代けんこう出版 1,980,000

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　

最低制限価格
（消費税抜き）

制限付一般競争入札

3,161,905

業　　　者　　　名 第１回入札

平成24年7月19日執行

なし

結　　果

二次予防事業対象者把握事業業
務委託



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希54電号 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

第２回入札 結　　果

工事希望型一般競争入札

契約金額 7,560,000 （消費税込み）

㈱パスコ静岡支店 7,520,000

国際航業㈱静岡支店 7,200,000 決定

業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 7,523,810

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年7月19日執行

函南町地域活性化・交流・防災拠
点整備事業調査業務委託



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希55 号

２　入札日時

３　件　　　名

円  

円

円

円

円 （消費税込み）契約金額 1,470,000

東和設計㈱ 1,400,000 決定

㈱東日函南営業所 1,700,000

第２回入札 結　　果

静岡コンサルタント㈱函南営業
所

1,750,000

業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 1,657,143

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年7月19日執行

町道2-15号線用地測量業務委託

工事希望型一般競争入札

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 希56 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円契約金額 1,596,000 （消費税込み）

㈲杉本ホームサービス 2,150,000

㈲石井水道工業 1,520,000 決定

岡田設備工業㈱ 1,580,000

第２回入札 結　　果

平成24年7月19日執行

（国）136号函南三島BP道路P22
～P24北側歩道配水管布設工事

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） 2,285,715

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

工事希望型一般競争入札

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57電号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円契約金額 134,400,000 （消費税込み）

　

　

　

山本建設㈱ 141,000,000

駿豆建設㈱ 149,000,000

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

加和太建設㈱ 130,000,000

小野建設㈱ 128,000,000 決定

最低制限価格
（消費税抜き） なし

函南運動公園整備事業　管理棟
建築工事

予定価格
（消費税抜き） 146,095,239

工事希望型一般競争入札

平成24年7月19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58 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 115,132,500 （消費税込み）

　

　

　

㈱荒新機工一宮営業所 146,600,000

東伸エンジニアリング㈱ 109,650,000

函南町ごみ焼却場　焼却炉制御
システム更新工事

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 111,904,762

最低制限価格
（消費税抜き） なし

結　　果

工事希望型一般競争入札

平成24年7月19日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　


