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希237電 建設

令和元年災　査定第68号　町道丹那46号線

道路災害復旧工事

丹那

復旧延長　L=59.3m　コンクリートブロック積

工 A=322㎡ 小口止工　N=2箇所　植生土の

う工　A=16㎡　コンクリート舗装工　A=178

㎡

㈱渡辺工務店 ㈱水口建設 条件1 令和2年3月27日 有 有 無 ㈱水口建設 31,460,000 2,860,000

希238電 建設

令和元年災　査定第69号　町道丹那1号線

道路災害復旧工事

丹那

復旧延長　L=32.1m　大型ブロック積工 A=252㎡ 大型

ブロック基礎工 L=31ｍ　天端コンクリート工 L=31ｍ

ネットフェンス工 L=32ｍ　アスファルト舗装工　A=69㎡

小口止め工　N=2箇所　植生工　A=26㎡　仮設道路工

L=30ｍ

菅沼建設㈱ ㈲大塚土木 条件2 令和2年3月27日 有 有 無 菅沼建設㈱ 45,540,000 4,140,000

希239電 建設

令和元年災　査定第104号　町道畑毛44号

線道路災害復旧工事

畑毛

復旧延長　L=10.2m　コンクリートブロック積工

A=25㎡　植生シート工　A=9㎡　コンクリート舗装工

A=16㎡ 小口止め工　N=2箇所　植生土のう工

A=2㎡　仮設道路工　L=32m

㈲竹之内建設 条件3 令和2年3月27日 有 有 無 ㈲竹之内建設 3,190,000 290,000

希240電 建設

令和元年災　査定第105号　町道畑毛43号

線道路災害復旧工事

畑毛

復旧延長　　L=30.0m　コンクリートブロック積工

A=144㎡　種子散布工　A=30㎡ 小口止工　N=2箇

所　植生土のう工　A=3㎡

菅沼建設㈱ ㈲竹之内建設 条件4 令和2年3月27日 有 有 無 ㈲竹之内建設 11,770,000 1,070,000

希241電 建設

令和元年災　査定第106号　町道畑毛41号

線道路災害復旧工事

畑毛

復旧延長　L=19.0m コンクリートブロック積

工　A=39㎡　土台工　L=19m 天端コンク

リート工　L=19m　小口止工　N=2箇所　舗

装工　A=10㎡

㈲竹之内建設 条件5 令和2年3月27日 有 有 無 ㈲竹之内建設 3,795,000 345,000

希242電 建設

令和元年災　査定第109号　町道桑原(20)2

号線道路災害復旧工事

桑原

復旧延長　L=14.0m 養生シート工　A=220

㎡　かご工　A=30㎡ U型側溝工　L=14m

路盤工　A=50㎡

㈲小山内組 条件6 令和2年3月27日 有 有 無 ㈲小山内組 6,490,000 590,000

希243電 建設

令和元年災　査定第110号　町道桑原(21)74

号線道路災害復旧工事

桑原

復旧延長　L=36.8m 土工　掘削工　V=230㎥ 床掘工

V=100㎥ 　法覆工　コンクリートブロック積工　A=179㎡

小口止工　N=6箇所　法面工　植生土のう工　A=60㎡

舗装工　A=30㎡　構造物取り壊し工　N=1.0式

条件7 令和2年3月27日 有 有 無 取止め

希244電 建設

令和元年災　査定第112号　町道桑原(21)42

号線道路災害復旧工事

桑原

復旧延長　L=19.5m 道路土工　掘削工　V=220㎥

法面工　植生工　A=70㎡　擁壁工　補強土壁工(ジ

オテキスタイル工)　A=608㎡　壁面材組立・設置

A=89㎡　排水物構造工　側溝工　L=4m 舗装工

A=72㎡

条件8 令和2年3月27日 有 有 無 取止め

希245電 建設

令和元年災　査定第114号　町道桑原(20)16

号線道路災害復旧工事

桑原

復旧延長　L=47.4m 　かごマット工　 A=52

㎡　種子散布工　 A=130㎡　ガードレール

設置工　L=47m　アスファルト舗装工

A=136㎡

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

希246電 建設

令和元年災　査定第115号　町道田代25号

線道路災害復旧工事

田代

復旧延長　L=21m コンクリートブロック積工

A=87㎡　コンクリート舗装工 A=47㎡

条件10 令和2年3月27日 有 有 無 取止め

希247電 建設

令和元年災　査定第118号　町道2‐15号線

道路災害復旧工事(その3)

丹那

復旧延長　L=17.3m　かご工(0.8)　A=18㎡

かご工(1.0)　A=16㎡　植生シート工 A=90㎡

コンクリート縁石工　L=17ｍ

条件11 令和2年3月27日 有 有 無 取止め

希248電 建設

令和元年災　査定第120号　町道丹那69号

線道路災害復旧工事

丹那

復旧延長　L=21.5m 補強土壁工(ジオテキ

スタイル工)　A=605㎡　かご工　A=22㎡　種

子散布工　A=340㎡

菅沼建設㈱ ㈲大塚土木 条件12 令和2年3月27日 有 有 無 ㈲大塚土木 19,580,000 1,780,000

希249電 建設

令和元年災　査定第121号　町道丹那49号

線道路災害復旧工事

平井

復旧延長　L=18.3m 掘削工　V=10㎥ 床掘工　V=20㎥ 構造

物取り壊し工(無筋)　V=9㎥　 構造物取り壊し工(有筋)　V=1

㎥　重力式擁壁工　L=18m U型側溝据付け工　L=12m　舗装

工　下層路盤工　A=19㎡　上層路盤工　A=19㎡　表層工

A=19㎡

条件13 令和2年3月27日 有 有 無 取止め

希250電 建設

令和元年災　査定第122号　町道丹那40号

線道路災害復旧工事

丹那

復旧延長　L=20.9m コンクリートブロック積工

A=89㎡　土台工　L=20m　天端コンクリート工

L=20m　小口止め工　N=4箇所　仮設工事用道

路工　1.0式

㈱水口建設 条件14 令和2年3月27日 有 有 無 ㈱水口建設 8,800,000 800,000

希251電 建設

令和元年災　査定第123号　町道2‐11号線

道路災害復旧工事(その2)

丹那

復旧延長　L=28.2m 補強土壁工(ジオテキ

スタイル工)　A=141㎡　かご工　A=26㎡　種

子散布工　A=270㎡

㈲岩城造園 条件15 令和2年3月27日 有 有 無 ㈲岩城造園 9,295,000 845,000

希252電 建設

令和元年災　査定第126号　町道ダイヤラン

ド241号線道路災害復旧工事

平井

復旧延長　L=16.0m コンクリートブロック積工

A=70㎡　土台工　L=15m　天端コンクリート工

L=15m　小口止め工　N=2箇所　舗装工　A=8

㎡　側溝工　L=15m

菅沼建設㈱ ㈱鈴紘建設 条件16 令和2年3月27日 有 有 無 菅沼建設㈱ 7,370,000 670,000

希253電 建設 普通河川観音滝川災害復旧工事 桑原

施工延長　L=60m 伐採工　A=550㎡ 浚渫

工　V=650㎥

山本建設㈱ 小野建設㈱ 駿豆建設㈱ 条件17 令和2年3月27日 無 有 無 駿豆建設㈱ 11,330,000 1,030,000

希254電 建設 準用河川谷下川災害復旧工事 畑毛 施工延長　L=440m 浚渫工　V=790㎥ ㈲順建設 ㈲竹之内建設 条件18 令和2年3月27日 無 有 無 ㈲竹之内建設 8,580,000 780,000

希255電 産業振興 堆肥生産プラント災害復旧工事 丹那 建屋修繕工　6棟　電気設備修繕工　1.0式 ㈲大隅建設 条件19 令和2年3月27日 無 有 無 ㈲大隅建設 10,956,000 996,000

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

入　　　札　　　参　　　加　　　者

令和2年1月28日

令和2年2月3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28日

令和2年2月3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)　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)　点数要件なし

※希243電、希244電、希246電、希247電、希249電は事業実施の時期を変更する必要が生じたため取止め


