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希215電 建設

令和元年災　査定第16号　普通河川来光川

河川災害復旧工事

桑原

復旧延長　L=47.7m　コンクリートブロック積工（RM-1-2) A=153㎡

土台工（C-5-C) L=40m　天端コンクリート工（1）　L=5m　コンクリー

トブロック積工（RM-2-2) A=180㎡　土台工（A-5-C) L=46m　天端コ

ンクリート工（2）　L=45m 小口止工　N=3箇所　ガードレール基礎工

L=35m　ガードレール　L=35m 下層路盤工　A=42㎡　上層路盤工

A=42㎡　表層工　A=42㎡

山本建設㈱ 小野建設㈱ 駿豆建設㈱ 条件1 令和2年3月27日 有 有 無 駿豆建設㈱ 30,800,000 2,800,000

希216電 建設

令和元年災　査定第17号　普通河川大洞川

河川災害復旧工事

上沢

復旧延長　L=24.1m　河川土工　掘削工　V=80㎥　法面整形工　A=60㎡　残

土処理工　V=50㎥　法覆護岸工　基礎工　L=45m コンクリートブロック積工

A=90㎡　天端コンクリート工　L=45m 小口止工　N=4箇所　底張コンクリート工

L=23m 護岸付属物工　種子散布工　A=60㎡ 構造物撤去工　石積取壊し工

A=90㎡ 底張コンクリート取壊し工　A=53㎡ 仮設工　掛樋工　L=29m 仮設道

路工　A=78㎡

㈲函南建設 ㈱鈴紘建設 条件2 令和2年3月27日 有 有 無 ㈲函南建設 11,660,000 1,060,000

希217電 建設

令和元年災　査定第18号　普通河川小屋ノ

沢川河川災害復旧工事

丹那

復旧延長　L=16m　築堤・護岸工　路体盛土　V=10㎥

法覆護岸工　かごマット　A=50㎡　構造物撤去工事　防

護柵撤去工　L=14m 構造物とりこわし工　V=3㎥　仮設

工　掛樋工　L=13m 大型土のう工　N=40袋

㈲大塚土木 条件3 令和2年3月27日 有 有 無 不調

希218電 建設

令和元年災　査定第19号　普通河川荒神道

川河川災害復旧工事

畑毛

復旧延長　L=15.2m 河川土工　1.0式　コンクリート

ブロック積工　A=55㎡　土台工　L=15m 小口止工

N=2箇所　天端コンクリート工　L=15m 石積工　A=2

㎡　掛樋工　1.0式

㈱渡辺工務店 ㈲竹之内建設 条件4 令和2年3月27日 有 有 無 ㈲竹之内建設 7,920,000 720,000

希219電 建設

令和元年災　査定第107号　町道2‐17号線

道路災害復旧工事（その1）

桑原

復旧延長　L=6.0m コンクリートブロック積工

A=27㎡　小口止工　N=2箇所

㈲小山内組 条件5 令和2年3月27日 有 有 無 ㈲小山内組 3,300,000 300,000

希220電 建設

令和元年災　査定第108号　町道2‐17号線

道路災害復旧工事（その2）

桑原

復旧延長　L=20.2m 盛土工　V=190㎥　植

生シート工　A=110㎡　かご工　A=25㎡ 集

水桝工　N=1基　水路工　L=8m

㈱しょうじ建設 市川建設㈱ 条件6 令和2年3月27日 有 有 無 ㈱しょうじ建設 4,070,000 370,000

希221電 建設

令和元年災　査定第111号　町道桑原（21）

66号線道路災害復旧工事

桑原

復旧延長　L=38.4m 植生シート工　A=130

㎡ 植生マット工　A=1７0㎡　路体盛土工

V=210㎥　コンクリート舗装工　A=77㎡

㈱しょうじ建設 市川建設㈱ 条件7 令和2年3月27日 有 有 無 ㈱しょうじ建設 6,930,000 630,000

希222電 建設

令和元年災　査定第116号　町道2-15号線

道路災害復旧工事（その1）

丹那

復旧延長　L=37.4m 植生工 A=135㎡　側溝

工　L=37m アスカーブ工　L=9m

菅沼建設㈱ ㈱鈴紘建設 ㈲順建設 条件8 令和2年3月27日 有 無 無 菅沼建設㈱ 2,420,000 220,000

希223電 建設

令和元年災　査定第117号　町道2-15号線

道路災害復旧工事（その2）

丹那

復旧延長　L=78.3m アスファルト舗装工

A=284㎡　区画線工　L=117m

菅沼建設㈱ ㈱鈴紘建設 ㈲順建設 条件9 令和2年3月27日 有 有 無 菅沼建設㈱ 3,300,000 300,000

希224電 建設

令和元年災　査定第119号　町道丹那24号

線道路災害復旧工事

丹那

復旧延長　L=27.7m 種子散布工 A=780㎡

掘削工　V=450㎥

菅沼建設㈱ ㈱鈴紘建設 ㈲順建設 条件10 令和2年3月27日 有 有 無 菅沼建設㈱ 5,720,000 520,000

希225電 建設

令和元年災　査定第124号　町道平井（15）

55号線道路災害復旧工事

平井

復旧延長　L=17.5m 補強土壁工(ジオテキ

スタイル)　A=589㎡　種子散布工 A=47㎡

コンクリート舗装工　A=45㎡

㈱渡辺工務店 菅沼建設㈱ ㈱鈴紘建設 ㈲順建設 条件11 令和2年3月27日 有 有 無 菅沼建設㈱ 13,420,000 1,220,000

希226電 建設

令和元年災　査定第125号　町道2-11号線

道路災害復旧工事（その1）

平井

復旧延長　L=9.0m コンクリートブロック積工

A=27㎡　小口止め工　N=2箇所　アスカーブ

工　L=9m

㈱しょうじ建設 市川建設㈱ 条件12 令和2年3月27日 有 有 無 市川建設㈱ 3,080,000 280,000

希227電 産業振興

令和元年度台風19号災1/325農地災害復旧

工事

平井

復旧延長　L=16.6m 第1工区　ふとんかご工

L=36m 植生シート工　A=37㎡　第2工区　ふ

とんかご工　L=30m 植生シート工　A=27㎡

㈱渡辺工務店 ㈲竹之内建設 条件13 令和2年3月27日 有 有 無 ㈱渡辺工務店 2,915,000 265,000

希228電 産業振興

令和元年度台風19号災4/325農地災害復旧

工事

田代 復旧延長　L=6.2m ふとんかご工　L=18m ㈲順建設 条件14 令和2年3月27日 有 無 無 ㈲順建設 1,529,000 139,000

希229電 産業振興

令和元年度台風19号災5/325農地災害復旧

工事

平井

復旧延長　L=9.0m ふとんかご工　L=27m

植生シート工　A=67㎡

㈱水口建設 条件15 令和2年3月27日 有 無 無 ㈱水口建設 2,420,000 220,000

希230電 産業振興

令和元年度台風19号災6/325農地災害復旧

工事

平井

復旧延長　L=57.0m 掘削工　V=1,583㎥ 切

土法面整形工　A=165㎡

㈱しょうじ建設 市川建設㈱ 条件16 令和2年3月27日 有 有 無 市川建設㈱ 9,460,000 860,000

希231電 産業振興

令和元年度台風19号災7/325農地災害復旧

工事

平井

復旧延長　L=14.0m ふとんかご工　L=16m

植生シート工　A=106㎡

㈲竹之内建設 市川建設㈱ 条件17 令和2年3月27日 有 無 無 市川建設㈱ 1,760,000 160,000

希232電 産業振興

令和元年度台風19号災8/325農地災害復旧

工事

丹那

復旧延長　L=25.0m 掘削工　V=197㎥ 法面

整形工　A=29㎡

㈱渡辺工務店 ㈲竹之内建設 条件18 令和2年3月27日 有 無 無 ㈱渡辺工務店 1,375,000 125,000

希233電 産業振興

令和元年度台風19号災10/325農地災害復

旧工事

桑原

復旧延長　L=14.0m ふとんかご工　L=15m

植生シート工　A=89㎡　排土工　V=59㎥

㈲函南建設 菅沼建設㈱ ㈱鈴紘建設 条件19 令和2年3月27日 有 有 無 ㈱鈴紘建設 4,400,000 400,000

希234電 産業振興

令和元年災　林道箱根山線(1号)災害復旧

工事

桑原

復旧延長　L=19m 盛土工　1.0式　種子吹

付工　A=139.2㎡　舗装工　A=20.3㎡　防護

柵工　L=17.0m

㈲大塚土木 条件20 令和2年3月27日 有 無 無 不調

希235電 産業振興

令和元年災　林道箱根山線(2号)災害復旧

工事

桑原

復旧延長　L=19m 盛土工　1.0式　補強土

壁工　L=22.0m　L型側溝工　L=3.0m 舗装

工　A=57.9㎡　防護柵工　L=21.0m

条件21 令和2年3月27日 有 有 無 取止め

希236電 産業振興 令和元年災　林道箱根山線(3号)災害復旧工事 桑原

復旧延長　L=20m 盛土工　1.0式　補強土

壁工　L=18.0m　舗装工　A=75.8㎡　防護柵

工　L=19.0m　道路付属施設工　L=19.8m

条件22 令和2年3月27日 有 有 無 取止め

入　　　札　　　参　　　加　　　者

令和2年1月21日

令和2年1月24日現場説明実施日　

入札参加条件等審査委員会開催日　
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入　　　札　　　参　　　加　　　者

令和2年1月21日

令和2年1月24日現場説明実施日　

入札参加条件等審査委員会開催日　

条件1 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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2 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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3 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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4 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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5 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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6 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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8 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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9 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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10 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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11 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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13 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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14 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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15 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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16 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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17 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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18 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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19 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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20 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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21 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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22 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町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

※希235電、希236電は入札参加者なしによる取止め


