
(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 50 号

２　入札日時

３　件　　　名

円 　  

円

円

円

円 （消費税込み）契約金額 61,950

三菱オートリース㈱ 59,000 決定

最低制限価格
（消費税抜き） なし

庁用車リース（電気自動車）

大和リース㈱ 63,800

予定価格
（消費税抜き） 90,000

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

東電リース㈱ 74,000

指名競争入札

平成24年8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 51 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

円契約金額 396,648 （消費税込み）

NTTファイナンス㈱静岡支店 辞退

日立キャピタル㈱ 辞退

㈱フジヤマ沼津営業所 539,700

芙蓉総合リース㈱静岡支店 欠席

富士通リース㈱静岡支店 377,760 決定

日本電子計算機㈱ 380,880

スルガ・キャピタル㈱沼津支社 383,500

指名競争入札

第２回入札 結　　果

平成24年8月21日執行

情報系パソコン更新機器賃貸借

業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 409,000

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 52 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円契約金額 22,365 （消費税込み）

日本電子計算機㈱

富士通リース㈱静岡支店 21,300

平成24年8月21日執行

迷惑メール対策システム機器賃貸
借

業　　　者　　　名

欠席

第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 23,100

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

21,320

第２回入札 結　　果

最低制限価格
（消費税抜き） なし

決定

芙蓉総合リース㈱静岡支店

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

指名競争入札



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 53 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 （消費税込み）契約金額 1,974,000

静岡日電ビジネス㈱ 1,880,000 決定

日興通信㈱ 2,200,000

東名電設㈱ 1,985,000

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

同報無線デジタル化整備計画策定
業務委託

予定価格
（消費税抜き） 1,895,239

指名競争入札

平成24年8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 制75 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

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

決定㈱図書館流通センター

 

51,996,195

 

第２回入札 結　　果業　　　者　　　名

㈲日伸堂 53,525,495

53,525,000

制限付一般競争入札

（仮称）函南町立図書館図書購入

予定価格
（消費税抜き）

第１回入札

清栄商事㈱ 無効

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年8月21日執行

 

契約金額 54,596,005 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 制76 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

決定

契約金額 87,990,000 （消費税込み）

 

 

 

㈲日伸堂 90,000,000

㈱インク 83,800,000

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

86,666,667

業　　　者　　　名 第１回入札

平成24年8月21日執行

なし

結　　果

（仮称）図書館等複合施設備品等
購入



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 制77 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

第２回入札 結　　果

制限付一般競争入札

契約金額 （消費税込み）

伊豆箱根鉄道㈱営業部旅行課

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

平成24年8月21日執行

函南町敬老会一般招待者送迎用
バス借り上げ



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希78 号

２　入札日時

３　件　　　名

円  

円

円

円 （消費税込み）契約金額 735,000

静岡コンサルタント㈱函南営業所 850,000

第２回入札 結　　果

㈱東日函南営業所 700,000 決定

業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 787,620

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年8月21日執行

町道1-8号線道路改良工事に伴う
物件調査再算定

工事等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79電号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円契約金額 1,575,000 （消費税込み）

㈱蒼設計三島営業所 3,500,000

㈱池田建築設計事務所三島事務
所

3,500,000

㈱植野建築設計事務所 1,500,000 決定

第２回入札 結　　果

平成24年8月21日執行

函南運動公園整備事業　管理棟建
築工事　監理業務委託

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） 4,057,143

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

工事等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80電号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

円

円契約金額 5,670,000 （消費税込み）

　

　

㈱極東技工コンサルタント静岡事
務所

13,500,000

　

㈱フジヤマ沼津営業所 13,900,000

㈱日新技術コンサルタント沼津出
張所

5,400,000

㈱ニュージェック静岡事務所 6,540,000

㈱三水コンサルタント静岡事務所 13,000,000

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

日本水工設計㈱静岡事務所 13,000,000

オリジナル設計㈱静岡事務所 15,000,000

最低制限価格
（消費税抜き） なし

函南町公共下水道総合地震対策
計画策定業務委託

予定価格
（消費税抜き） 11,047,620

工事等希望型一般競争入札

平成24年8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

決定



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希81 号

２　入札日時

３　件　　　名

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 1,207,500 （消費税込み）

　

　

　

予定価格
（消費税抜き） 1,285,715

東和設計㈱ 1,150,000

静岡コンサルタント㈱函南営業所 1,250,000

平成24年8月21日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

㈱東日函南営業所 1,200,000

町道塚本2号線測量業務委託

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

最低制限価格
（消費税抜き） なし

結　　果

工事等希望型一般競争入札



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希82 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円 円

円 円

円 円

円 （消費税込み）

決定

結　　果

契約金額 3,255,000

㈲神尾建設 3,400,000 3,160,000

㈲順建設 3,360,000 3,150,000

㈲函南建設 3,200,000 3,100,000

町道上沢104号線道路改良工事

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 3,161,905

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年8月21日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

工事等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83 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円  

円  

円  

 

 

円

結　　果

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

決定

契約金額 2,940,000 （消費税込み）

㈲杉本ホームサービス 2,880,000

㈲岩城ホームサービス 2,900,000

岡田設備工業㈱ 2,800,000

ＹＢ調圧槽バイパス管設置工事

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 2,933,334

最低制限価格
（消費税抜き） なし

工事等希望型一般競争入札

平成24年8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84電号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

決定

結　　果

契約金額 4,672,500 （消費税込み）

パシフィックコンサルタンツ㈱静岡
事務所

11,600,000

㈱極東技工コンサルタント静岡事
務所

13,500,000

㈱日新技術コンサルタント沼津出
張所

4,450,000

㈱フジヤマ沼津営業所 13,300,000

㈱三水コンサルタント静岡事務所 13,000,000

㈱ニュージェック静岡事務所 6,290,000

日本水工設計㈱静岡事務所 13,000,000

オリジナル設計㈱静岡事務所 15,000,000

下水道管路施設長寿命化計画策
定業務委託

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 9,904,762

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年8月21日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

工事等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85電号

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 2,100,000 （消費税込み）

㈱極東技工コンサルタント静岡事
務所

11,000,000

㈱日新技術コンサルタント沼津出
張所

2,000,000

㈱フジヤマ沼津営業所 15,600,000

㈱三水コンサルタント静岡事務所 11,000,000

㈱ニュージェック静岡事務所 7,990,000

日本水工設計㈱静岡事務所 11,000,000

オリジナル設計㈱静岡事務所 10,000,000

函南町公共下水道事業認可申請
書等作成業務委託

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 5,400,000

最低制限価格
（消費税抜き） なし

工事等希望型一般競争入札

平成24年8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86電号

２　入札日時

３　件　　　名

円

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 11,256,000 （消費税込み）

㈲順建設 11,230,000

㈱鈴紘建設 10,970,000

菅沼建設㈱ 11,100,000

㈲神尾建設 10,720,000

㈲函南建設 10,860,000

㈱渡辺工務店 10,900,000

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

大竹八ッ溝汚水幹線第15工区工事

予定価格
（消費税抜き） 11,704,762

最低制限価格
（消費税抜き） なし

結　　果

平成24年8月21日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

工事等希望型一般競争入札


