
(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 31 号

２　入札日時

３　件　　　名

円 　  

円

円

円

指名（希望型）競争入札

平成24年5月18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

庁用車リース

予定価格
（消費税抜き） 60,000

最低制限価格
（消費税抜き） なし

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

大和リース㈱ 48,000 決定

㈲ツユキオート 辞退

東電リース㈱ 55,500

㈲岩田自動車鈑金工業 辞退

契約金額 50,400 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 32 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

平成24年5月18日執行

函南町ごみ焼却場電気設備点検
業務委託

指名（希望型）競争入札

予定価格
（消費税抜き） 8,904,762

最低制限価格
（消費税抜き） なし

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

協立電機㈱ 辞退

日耕機電㈱静岡営業所 辞退

㈱ダイナナ 8,850,000

荏原実業㈱静岡支社 辞退

平井工業㈱ 8,500,000 決定

（消費税込み）契約金額 8,925,000



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 33 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5月18日執行

函南中学校プール施設管理業務
委託

決定

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

2,500,000

業　　　者　　　名 第１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） 2,542,858

最低制限価格
（消費税抜き） なし

第２回入札 結　　果

2,680,000

㈱東海ビルメンテナス東静岡営
業所

2,740,000

㈱カンザイ

共栄施設管理㈱

契約金額 2,625,000 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 34 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

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5月18日執行

都市計画区域区分協議資料作成
業務委託

予定価格
（消費税抜き） 952,381

最低制限価格
（消費税抜き） なし

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

玉野総合コンサルタント㈱静岡
支店

850,000 決定

㈱東日 1,000,000

大日本コンサルタント㈱静岡営
業所

1,660,000

契約金額 892,500 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 35 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

平成24年5月18日執行

契約金額 8,190,000 （消費税込み）

 

 

最低制限価格
（消費税抜き） なし

第１回入札

中日本建設コンサルタント㈱静
岡事務所

8,300,000

8,028,572

指名（希望型）競争入札

大洞川放水路設計業務委託

予定価格
（消費税抜き）

第２回入札 結　　果業　　　者　　　名

㈱エイト日本技術開発静岡事務
所

8,300,000

㈱ニュージェック静岡事務所 7,800,000 決定

8,300,000

三井共同建設コンサルタント㈱
静岡営業所

8,100,000

国際航業㈱静岡支店

 

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 36 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

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

予定価格
（消費税抜き） 5,142,858

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） なし

平成24年5月18日執行

こだま苑機器整備工事

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

電業社工事㈱ 5,400,000

旭化成クリーン化学㈱ 4,900,000

協栄工業㈱ 5,260,000

㈲エム・テック 4,760,000 決定

㈲佐藤設備工業所 5,250,000

 

 

 

契約金額 4,998,000 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希3 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

第１回入札

平成24年5月18日執行

（まち交）町道間宮15号線道路改
良工事に伴う測量・設計業務委
託

指名（希望型）競争入札

結　　果

新日本設計㈱三島営業所 900,000

予定価格
（消費税抜き） 971,429

最低制限価格
（消費税抜き） なし

業　　　者　　　名

静岡コンサルタント㈱ 730,000 決定

東亜測量設計㈱ 950,000

キュウメートル㈱三島営業所 920,000

契約金額 766,500 （消費税込み）

第２回入札



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希4 号

２　入札日時

３　件　　　名

円  

円

円

円

円

円

円

平成24年5月18日執行

函南町公共下水道台帳作成業務
委託

指名（希望型）競争入札

予定価格
（消費税抜き） 3,019,048

最低制限価格
（消費税抜き） なし

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

東和設計㈱ 2,450,000 決定

新日本設計㈱三島営業所 2,700,000

静岡コンサルタント㈱ 3,000,000

東亜測量設計㈱ 2,850,000

佐藤測量設計㈱ 2,800,000

（消費税込み）契約金額 2,572,500

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5 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　

指名（希望型）競争入札

平成24年5月18日執行

公共下水道事業下水水質検査業
務委託

予定価格
（消費税抜き） 922,600

最低制限価格
（消費税抜き） なし

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

㈱エコアップ 1,762,000

東邦化工建設㈱ 890,000 決定

㈱東洋検査センター 896,000

契約金額 934,500 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希6 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

指名（希望型）競争入札

平成24年5月18日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

湯～トピアかんなみ厨房部分改
修工事

予定価格
（消費税抜き） 4,076,191

最低制限価格
（消費税抜き） なし

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

㈱水口建設 4,000,000

㈲杉村工務店 4,230,000

㈲田口建設 3,470,000

　

　

　

契約金額 3,643,500 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希7 号

２　入札日時

３　件　　　名

 

指名（希望型）競争入札

平成24年5月18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P10
～P12北側歩道配水管布設工事

業　　　者　　　名 第１回入札 第２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

結　　果

　

　

　

契約金額 （消費税込み）

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8 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

平成24年5月18日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

排水機場浚渫工事

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 4,476,191

最低制限価格
（消費税抜き） なし

㈱鈴紘建設 4,250,000

菅沼建設㈱ 4,470,000

㈱渡辺工務店 4,330,000

㈱水口建設 4,550,000

㈲函南建設 4,400,000

契約金額 4,462,500 （消費税込み）

決定

結　　果

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9電号

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5月18日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

柏谷向山地区配水管布設替工事

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 14,380,953

最低制限価格
（消費税抜き） なし

㈲石川設備工業 12,270,000

㈲仁科組 9,781,000

㈲岩城ホームサービス 13,000,000

契約金額 10,270,050 （消費税込み）

決定

結　　果

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10 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5月18日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

東小学校校舎耐震計画・大規模
改修工事設計業務委託

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 53,142,858

最低制限価格
（消費税抜き） なし

㈱池田建築設計事務所三島事
務所

54,500,000

㈱石井建築事務所 54,100,000

㈱蒼設計 52,500,000

契約金額 55,125,000 （消費税込み）

結　　果

決定

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11 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5月18日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

蛇ヶ橋ポンプ場補助継電器部品
交換修繕工事

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札

予定価格
（消費税抜き） 3,884,000

最低制限価格
（消費税抜き） なし

㈱長沢電機 3,950,000

平井工業㈱ 3,600,000

㈱ダイナナ 4,150,000

契約金額 3,780,000 （消費税込み）

決定

結　　果

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保


