
平成31年4月12日執行 入札一覧表

 

入札

番号

担当課 件　　　　　名

施行

場所

業　務　概　要

発注

基準

履行期限

最低

制限

価格

前払

金

部分

払

落札業者

契約金額

（円）

内消費税額

（円）

制1 環境衛生 環境衛生消毒薬剤購入 平井

薬剤購入　1.0式(乳剤、油剤、粒剤、発泡

錠)

㈱カツマタ 条件1 平成31年5月31日 無 無 無 ㈱カツマタ 1,299,045 96,226

制2 上下水道 東部簡易水道検針業務委託 平井外

水道量水器検針業務

年間検針件数　約16,100件

ヴェオリア・

ジェネッツ㈱

中部支店

条件2 平成32年3月31日 無 無 有 不調

制3 上下水道

田代地区農業集落排水処理施設保守点検

水質調査業務委託

田代

水質調査　1.0式

施設保守点検　1.0式

汚泥清掃　1.0式

伊豆総業㈱ 条件3 平成32年3月31日 無 無 無 伊豆総業㈱ 1,540,000 140,000

制4 上下水道 汚水マンホールポンプ保守点検業務委託 間宮外

点検業務　1.0式　マンホール内清掃工　1.0式　潤滑油

交換　1.0式　水位計交換　1.0式　PCBコントローラー交

換　1.0式　電磁接触器交換　1.0式　バッテリー交換

1.0式　安全費　1.0式　異常時点検清掃　1.0式　報告書

作成　1.0式

㈲エム・テック 平井工業㈱ 条件4 平成32年3月23日 無 無 無 ㈲エム・テック 8,030,000 730,000

制5 生涯学習 丹那断層公園トイレ草刈清掃業務委託 畑

草刈清掃等　12回/年

トイレ清掃　51回/年(１回/週)

㈲岩城造園 ㈱日進 条件5 平成32年3月31日 無 無 有 ㈲岩城造園 632,200 52,200

制6 生涯学習 柏谷横穴群草刈整備業務委託 柏谷

草刈整備回数　6回（4・5・6・7・8・9月）

ツツジ他剪定　1.0式

㈲岩城造園 ㈱日進 条件6 平成31年9月30日 無 無 無 ㈱日進 1,404,000 104,000

制7 生涯学習 肥田簡易グランド芝刈業務委託 肥田 芝刈業務　1.0式 ㈲岩城造園 ㈱日進 条件7 平成31年12月9日 無 無 有 ㈱日進 1,192,752 92,752

制8 生涯学習 柏谷公園野球場芝生管理業務委託 柏谷

芝刈工　99,600㎡　除草剤散布(春季)

8,300㎡　除草剤散布(秋季)　8,300㎡　施

肥　24,900㎡　更新作業　8,300㎡　薬剤散

布16,600㎡　人力除草剤散布　1.0式

㈲岩城造園 ㈱日進 条件8

平成32年3月31

日

無 無 有 ㈱日進 2,171,028 171,028

制9 生涯学習 函南運動公園芝生管理・草刈等業務委託 平井

芝生管理業務　1.0式

植込み内人力除草　1.0式

機械刈取　1.0式

樹木管理業務　1.0式

㈲岩城造園 ㈱日進 条件9 平成31年11月29日 無 無 有 ㈲岩城造園 7,878,108 638,108

制10 管財 自家用電気工作物保安管理業務委託 平井外

自家用電気工作物保安管理業務　1.0式

函南町立函南中学校外32施設

㈱静岡ケイテ

クノ

条件10 平成32年3月31日 無 無 無

㈱静岡ケイテ

クノ

5,965,080 542,280

制11 環境衛生

函南町一般廃棄物最終処分場　汚水処理

施設管理業務委託

桑原 定期点検、水質分析　1.0式

東邦化工建

設㈱

東海プラント

㈱

㈱西原環境

静岡営業所

条件11 平成32年3月31日 無 無 無

㈱西原環境

静岡営業所

2,134,000 194,000

希12電 環境衛生

函南町ごみ焼却場　ダイオキシン類等分析

検査業務委託

桑原

ごみ質分析　1.0式　除じん排水分析　1.0式　焼却残渣分析

1.0式　焼却残渣（溶出試験）　1.0式　飛灰（溶出試験）　1.0式

ばい煙測定-1　1.0式　ばい煙測定-2　1.0式　作業環境中ダ

イオキシン類分析その1　1.0式　作業環境中ダイオキシン類

分析その2　1.0式　ごみ焼却施設ダイオキシン類分析　1.0式

㈱環境計量セ

ンター

東邦化工建

設㈱

㈱エコアップ

東海プラント

分析センター

㈱

条件12 平成32年3月31日 無 無 無

東邦化工建

設㈱

4,400,000 400,000

希13電 上下水道 水質検査業務 仁田外 水質検査　1.0式

㈱環境計量セ

ンター

(一)静岡県生

活科学検査セ

ンター

条件13 平成32年3月31日 無 無 有

㈱環境計量セ

ンター

10,017,540 799,540

希14電 総務 地域公共交通網形成計画策定業務委託 平井外 地域公共交通網形成計画策定業務　1.0式

玉野総合コン

サルタント㈱

沼津事務所

㈱フジヤマ沼

津営業所

条件14 平成32年3月27日 無 無 無

玉野総合コン

サルタント㈱

沼津事務所

3,245,000 295,000

希15電 建設 町道1-8号線歩道舗装復旧工事 大土肥 歩道舗装復旧工　153.1㎡ ㈱水口建設 条件15 平成31年6月28日 無 無 無 ㈱水口建設 2,754,000 204,000

希16電 建設 八ツ溝川浚渫工事 上沢

施工延長　L=783.5m

浚渫工　V=140.0㎥

㈱水口建設 ㈲順建設 条件16 平成31年6月28日 無 無 無 ㈲順建設 1,512,000 112,000

希17電 学校教育 東中学校空調設備設置工事 柏谷

電気設備工事　1.0式　機械設備工事　1.0

式

㈲仁科組

㈱渡辺工務

店

㈱井戸松 条件17

議会の議決の日

の翌日から269日

有 有 無 ㈱井戸松 85,745,000 7,795,000

※希17電　特記事項　(1)　議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年函南町条例第９号）に定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約であるため、仮契約を締結する。この仮契約は議会の議決を得たときは、本契約としての効力を生ずるものとする。

条件1 (1)　物品調達等　(2)　医療・衛生　(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)　その他役務サービス（水道検針業務）　(3)　函南町の入札参加資格のあるもの　(4)　平成26年度から平成30年度において、静岡県内の自治体で水道メーター検針業務の元請としての受注実績のあるもの　(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、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　(4)　点数要件なし

条件4 (1)　保守管理等　(2)　設備機器管理等　(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)　土木一式又は造園　(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

条件6 (1)　土木一式又は造園　(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

条件7 (1)　土木一式又は造園　(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

条件8 (1)　造園　(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

条件9 (1)　造園　(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)　点数要件なし

条件10 (1)　保守管理等　(2)　設備機器管理等（電気設備保守）　(3)　函南町、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　(4)　点数要件なし

条件11 (1)　保守管理等　(2)　設備機器管理等　(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12 (1)　計量証明事業者　(2)　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　(3)　点数要件なし

条件13 (1)　計量証明事業者　(2)　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　(3)　水道法第20条第3項に規定する水質検査機関の登録を受けていること　(4)　点数要件なし

条件14 (1)　建設コンサルタント　(2)　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　(3)　平成26年度から平成30年度において、静岡県内自治体発注の地域公共交通網形成計画業務又は地域公共交通政策に関する業務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15 (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

条件17 (1)　管又は電気　(2)　函南町の入札参加資格のあるもの　(3)　点数要件管600点以上又は電気900点以上

平成31年3月27日

平成31年4月3日

入　　　札　　　参　　　加　　　者

入札参加条件等審査委員会開催日　

現場説明実施日　


