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3 総務 防災行政無線局保守管理業務委託 平井外

固定系　基地局　1局（遠隔制御器含む）　子局　70局

             （再送信局1局含む）　 戸別受信機　89台

移動系　基地局　1局（遠隔制御器含む）　車載局　32局　携帯局

　　　　　　28局(仮設基地局1局含む)

  その他設備一式の保守管理及び点検

㈲榎本無線

静岡無線サー

ビス㈱

静岡日電ビジ

ネス㈱沼津支

店

令和2年3月31日 無 無 無 ㈲榎本無線 2,530,000 230,000

4 学校教育 丹那小学校空調設備設置工事 丹那

機械設備工　1.0式　電気設備工　1.0式　建

築工　1.0式

㈱渡辺工務店 片野設備㈱ ㈱ダイナナ ㈱長沢電機

㈲岩城ホーム

サービス

伸弘テクノ㈱ 平井工業㈱ ㈱井戸松 ㈱アオノ 令和2年3月16日 有 有 無 ㈱長沢電機 28,039,000 2,549,000

5 健康づくり 保健福祉センター蛍光灯LED化工事 平井 保健福祉センター蛍光灯LED化工事　1.0式 ㈲榎本無線

㈱セイコー電

気工業

㈱ワールドエ

ンジニアリン

グ

令和元年9月30日 無 無 無

㈱セイコー電

気工業

1,784,160 132,160

制95 環境衛生 バグフィルター用ろ布購入 桑原

バグフィルター用ろ布購入

155φ×5500　300本

泉㈱ ㈱三陽 条件1 令和元年9月27日 無 無 無 ㈱三陽 2,214,000 164,000

制96 総務 災害拠点施設非常用発電機点検業務委託 町内

非常用発電機の点検　8箇所　函南中学校、東

中学校、西小学校、函南小学校、桑村小学

校、東小学校、西部コミュニティーセンター、農

村環境改善センター

平井工業㈱ 条件2 令和元年9月27日 無 無 無 取止め

制97 産業振興 林道草刈り業務委託 桑原

林道箱根山線、林道中尾線、林道庚申松

城山線　刈払　207a　集積　207a

㈲大塚土木 条件3 令和元年9月30日 無 無 無 ㈲大塚土木 1,101,600 81,600

制98 生涯学習 史跡箱根旧街道整備作業業務委託 桑原 史跡箱根旧街道整備作業　1.0式 ㈱日進 条件4 令和元年12月13日 無 無 有 ㈱日進 795,700 65,700

希99電 管財 柏谷公園屋外遊具設置工事 柏谷

遊具設置工（1）ノルス　１基　遊具設置工（2）

RAFT　１基　遊具設置工（3）DONUT　１基　ベ

ンチ設置工　１基　看板設置工　1基　野芝設置

工　A=100㎡

㈱しょうじ建設 条件5 令和元年9月20日 有 有 無 ㈱しょうじ建設 6,912,000 512,000

希100電 総務 丹那小学校非常用電源切替装置設置工事 丹那 停電時電源切替工　1.0式　発電機　1台 ㈲榎本無線 条件6 令和元年9月27日 無 無 無 ㈲榎本無線 2,635,200 195,200

希101電 建設 町道1-1号線日の出橋高欄建替え工事 肥田・日守

施工延長　L=60m　既設高欄撤去工

L=60m　橋梁用ビーム型防護柵設置工

L=60m

㈱水口建設 条件7 令和元年11月29日 無 有 無 不調

希102電 建設 町道2-2号線道路改良工事 塚本

施工延長　L=50.6m　排水物構造工　自由勾配側溝工(800×800)

L=18.0m　自由勾配側溝工(800×900)　L=18.0m　自由勾配側溝工

(L15部)　n=1.0箇所　自由勾配側溝工(L17部)　n=1.0箇所　カル

バート工　n=5.0箇所　集水桝工　n=2.0箇所　舗装工(仮復旧)

A=105.0㎡　舗装工(本復旧)　A=9.0㎡　仮設工　n=1.0式

㈱水口建設

㈲石川設備工

業

条件8 令和2年3月9日 無 有 無 ㈱水口建設 18,700,000 1,700,000

希103電 上下水道 汚水4352～4359枝線工事 平井

施工延長 L=243.00m　φ200mm硬質塩化ビニル管布

設工　L=325.45m　1号マンホール設置工　N=7箇所　小

型マンホール設置工　N=3箇所　公設汚水桝設置工

N=32箇所　付帯工　1.0式

㈲石川設備工

業

㈲竹之内建設 ㈱しょうじ建設 条件9 令和2年2月3日 有 有 無 ㈱しょうじ建設 33,330,000 3,030,000

希104電 上下水道 汚水4340～4349枝線工事 平井

施工延長 L=227.4m　φ200mm硬質塩化ビニル管布設

工　L=220.8m　1号マンホール設置工　N=6箇所　小型

マンホール設置工　N=3箇所　公設汚水桝設置工

N=21箇所　舗装工　A=572㎡

㈱渡辺工務店 ㈲竹之内建設 ㈱しょうじ建設 条件10 令和2年2月25日 有 有 無 ㈲竹之内建設 37,400,000 3,400,000

希105電 上下水道 汚水6021枝線推進工事 肥田

施工延長　L=165.00m　推進工(φ250小口径泥水式)

161.65m　立坑工(φ2,000)　1箇所　立坑工(φ1,500)　1

箇所　地盤改良工　4箇所　1号マンホール設置工　1箇

所　2号マンホール設置工　1箇所　付帯工　1.0式

㈱渡辺工務店 菅沼建設㈱ ㈱鈴紘建設 ㈱しょうじ建設 加和太建設㈱ 大場建設㈱ 山本建設㈱ 小野建設㈱ 駿豆建設㈱ 条件11 令和元年12月20日 有 有 無 ㈱渡辺工務店 49,170,000 4,470,000

希106電 環境衛生

函南町ごみ焼却場　1号炉バグフィルタ

チューブシート取替工事

桑原

バグフィルタチューブシート取替工　1.0式

(ろ布交換含む、ろ布支給)

邦英商興㈱

㈱キムラ伊豆

営業所

条件12 令和2年3月19日 無 有 無 邦英商興㈱ 8,250,000 750,000

希107電 学校教育 西小学校校舎内梁等補修工事 間宮 校舎内梁等補修工　1.0式 ㈲小田切建創 条件13 令和元年9月20日 無 無 無 ㈲小田切建創 2,980,800 220,800

条件1 (1)　物品調達等　(2)　機械器具(焼却施設機械器具)又はその他(焼却施設物品等)　(3)　函南町の入札参加資格のあるもの　(4)　点数要件なし

条件2 (1)　保守管理等　(2)　設備機器管理等又はその他役務サービス　(3)　函南町の入札参加資格のあるもの　(5) 点数要件なし

条件3 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(3)　函南町内に函南町の入札参加資格のある事業所の所在地登録のあるもの　(4)　点数要件なし

条件4 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(3)　函南町内に函南町の入札参加資格のある事業所の所在地登録のあるもの　(4)　点数要件なし

条件5 (1)　土木一式　(2)　函南町内に函南町の入札参加資格のある事業所の所在地登録のあるもの　(3)　点数要件900点未満

条件6 (1)　電気　(2)　函南町内に函南町の入札参加資格のある事業所の所在地登録のあるもの　(3)　点数要件800点未満

条件7 (1)　土木一式　(2)　函南町内に函南町の入札参加資格のある事業所の所在地登録のあるもの　(3)　点数要件900点未満

条件8 (1)　土木一式　(2)　函南町内に函南町の入札参加資格のある事業所の所在地登録のあるもの　(3)　点数要件550点以上900点未満

条件9 (1)　土木一式　(2)　函南町内に函南町の入札参加資格のある事業所の所在地登録のあるもの　(3)　点数要件550点以上

条件10 (1)　土木一式　(2)　函南町内に函南町の入札参加資格のある事業所の所在地登録のあるもの　(3)　点数要件550点以上

条件11 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市のいずれかに函南町の入札参加資格のある事業所の所在地登録のあるもの　(3)　点数要件700点以上

条件12 (1)　機械器具設置　(2)　函南町の入札参加資格のあるもの　(3)　平成26年度から平成30年度において、静岡県内市町所有のごみ焼却場内の施設設備修繕、改修工事の元請としての受注実績のあるもの　(4)　点数要件なし

条件13 (1)　建築一式　(2)　函南町内に函南町の入札参加資格のある事業所の所在地登録のあるもの　(3)　点数要件600点未満

入　　　札　　　参　　　加　　　者

令和元年7月3日

令和元年7月9日現場説明実施日　

入札参加条件等審査委員会開催日　


