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制189 総務 消防用ホースの購入 平井外 消防用ホース　25本

㈱平和防災産

業

㈱東海消防機

材商会

条件1 令和2年2月28日 無 無 無

㈱東海消防機

材商会

715,000 65,000

制190 総務 消防団員用活動服等の購入 平井

本部役員用制服　1.0式　消防団員用活動

服　1.0式

㈱平和防災産

業

㈱東海消防機

材商会

条件2 令和2年3月19日 無 無 無 不調

制191 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3 令和2年3月19日 無 無 無 泉㈱ 2,222,000 202,000

制192 住民

函南町国保特定（高齢者）健診及びがん検

診郵送用書類一式印刷業務

平井

函南町国保特定（高齢者）健診及びがん検

診郵送用書類　1.0式

文光堂印刷㈱

三島営業所

アサダ印刷㈱

函南営業所

条件4 令和2年3月31日 無 無 無 不調

制193 生涯学習

函南運動公園多目的運動広場防塵凍結防

止剤散布業務委託

平井 防塵凍結防止剤散布　1.0式

杉本ケミカル

㈱

条件5 令和2年1月31日 無 無 無

杉本ケミカル

㈱

1,321,573 120,143

希194電 管財 冷川住宅外壁改修工事 桑原 外壁塗装工　1.0式 ㈱トミック ㈲サクライ 条件6 令和2年3月23日 有 有 無 ㈲サクライ 6,347,000 577,000

希195電 建設

町道2‐11号線・町道ダイヤランド78号線災害

復旧舗装工事

平井外

施工延長　L=960m 舗装版切断工　L=650m

舗装版破砕工　A=3,700㎡　上層路盤工

A=3,200㎡　 不陸整正工　A=520㎡　 表層工

A＝5,400㎡　アスカーブ工　A=835m

菅沼建設㈱ ㈲仁科組 ㈲竹之内建設 山本建設㈱ 中林建設㈱ ㈲市川建設 条件7 令和2年3月27日 有 有 無 山本建設㈱ 42,130,000 3,830,000

希196電 建設 町道ダイヤランド7号線外災害復旧舗装工事 平井外

施工延長　L=1,000.0m As舗装工　A=6,275.0㎡

構造物取合工　N=1.0式　区画線工(実線)

L=35.0m　(破線)　L＝500.0m　(矢印・記号・文

字)　白L=21.41m　黄L=19.8ｍ

菅沼建設㈱ ㈲大塚土木 ㈲仁科組 山本建設㈱ 中林建設㈱ 条件8 令和2年3月27日 有 有 無 ㈲大塚土木 26,840,000 2,440,000

希197電 建設 町道軽井沢3号線災害復旧舗装工事 軽井沢

施工延長　L=380.0m 表層工　A=2,495.0㎡

区画線工　L=989.0m　(実線)　L=794.0m

(破線)　L＝175.0m　(文字記号)　L=20.0m

㈱しょうじ建設 条件9 令和2年3月27日 無 有 無 ㈱しょうじ建設 12,100,000 1,100,000

希198電 建設 町道桑原（21）105号線災害復旧舗装工事 桑原

施工延長　L=936.0m オーバーレイ工

A=2,762.5㎡　舗装撤去工　A=135.3㎡　舗

装工　A=189.75㎡

㈲石川設備工

業

㈱しょうじ建設 ㈲市川建設 条件10 令和2年3月27日 無 有 無

㈲石川設備工

業

12,870,000 1,170,000

希199電 産業振興 稲妻排水機場エンジン排気管塗装工事 仁田 排気管塗装工　1.0式 ㈱トミック 条件11 令和2年2月28日 無 無 無 不調

希200電 上下水道 第1浄水場更新工事 平井

【土工】・造成工、逆T型擁壁工　1.0式　【水道施設工】・PC排水池

V=2,000㎥(新設)　1池　・既設RC排水池　V=1,200㎥(既設耐震補

強)　1池　・場内配管工(導水・送水・配水管)　1.0式　【機械設備

工】・マイクロストレーナ工(既設流用据付)　1.0式　次亜注入設備工

(既設流用)　1.0式　【建築工】・電気室　A=14.4㎡　1.0式　【電気設

備工】・各制御・計装・動力盤、計装設備装置　1.0式

㈱安部日鋼工

業静岡営業所

条件12 令和5年2月21日 有 有 有

㈱安部日鋼工

業静岡営業所

891,000,000 81,000,000

希201電 上下水道 柿沢台区公共下水道切替工事 平井

施工延長　L=7m φ200硬質塩化ビニル管布設

工　L=6.1m　1号マンホール設置工　N=1箇所

公設汚水桝設置工　N=3箇所　舗装工A=50㎡

㈲順建設 条件13 令和2年3月27日 無 有 無 ㈲順建設 3,080,000 280,000

希202電 上下水道 ヒューマンヒルズ区公共下水道切替工事 桑原

施工延長　L=195.86m φ200硬質塩化ビニル管布設工

L=64.28m　1号マンホール設置工　N=2箇所　小型マン

ホール設置工　N=3箇所　流動化処理工　V=17.41㎥

ライナープレート土留撤去　1箇所　付帯工　1.0式

㈱鈴紘建設 条件14 令和2年3月27日 無 有 無 ㈱鈴紘建設 11,880,000 1,080,000

希203電 環境衛生 函南町ごみ焼却場　計装機器等更新工事 桑原

1号炉　差圧伝送器交換工　1.0式　2号炉

差圧伝送器交換工　1.0式　場内電話設備

工　1.0式

平井工業㈱ 条件15 令和2年3月19日 無 有 無 平井工業㈱ 11,495,000 1,045,000

希204電 生涯学習 柏谷公園野球場ダグアウト壁面改修工事 柏谷 目隠しフェンス設置工　1.0式 ㈲順建設 条件16 令和2年2月28日 無 無 無 ㈲順建設 2,310,000 210,000

条件1 (1)　物品調達等　(2)　消防・保安　(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)　物品調達等　(2)　消防・保安　(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3 (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4 (1)　物品調達等　(2)　印刷製本　(3)　静岡県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)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(3)　静岡県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6 (1)　塗装及び防水　(2)　函南町、伊豆の国市、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)　点数要件なし

条件7 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津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550点以上

条件8 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津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550点以上

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900点未満

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900点未満

条件11 (1)　塗装　(2)　函南町、三島市、伊豆の国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)　点数要件なし

条件12 (1)　土木一式、水道施設及び管　(2)　函南町の入札参加資格のあるもの　(3)　点数要件土木一式900点以上、水道施設点数要件なし、管600点以上

条件13 (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700点未満

条件14 (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15 (1)　電気　(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800点以上

条件16 (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700点未満

入　　　札　　　参　　　加　　　者

令和元年12月6日

令和元年12月13日現場説明実施日　

入札参加条件等審査委員会開催日　


