
平成25年12月20日執行 入札一覧表

 
指名委員会開催日

現場説明実施日

入札

番号

担当課 件　　　　　名

施行

場所

業　務　概　要 入　　　札　　　参　　　加　　　者

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）

21 福祉

函南町子ども・子育て支援事業計画策定のた

めの基礎調査業務委託

平井

ニーズ調査　1.0式

ヒアリング調査　1.0式

㈱ぎょうせい

㈱サーベイリ

サーチセン

ター静岡事務

所

㈱ジャパンイ

ンターナショナ

ル総合研究所

― 平成26年3月28日 無 無 無

㈱ジャパンイ

ンターナショナ

ル総合研究所

1,848,000 88,000

制153 管財 サーバ環境バックアップシステム機器賃貸借 平井

サーバ環境バックアップシステム機器・ソフト

ウェア等　1.0式

富士通リース

㈱静岡支店

条件1 平成30年12月31日 無 無 有 取止め 0 0

制154 管財 後期高齢システム機器賃貸借 平井

運用サーバ　1台

開発サーバ　1台

クライアントPC　2台

富士通リース

㈱静岡支店

条件2 平成30年12月31日 無 無 有 取止め 0 0

制155 税務 申告受付支援システム機器等賃貸借 平井

ラックマウントサーバ　1台

ノートパソコン　8台

ページプリンタ　1台

富士通リース

㈱静岡支店

条件3 平成31年1月31日 無 無 有 取止め 0 0

希156 環境衛生

函南町ごみ焼却場1・2号炉サイドプレート他

交換補修工事

桑原

1号炉サイドプレート他交換補修工　1.0式

2号炉サイドプレート他交換補修工　1.0式

㈱荒新機工一

宮営業所

㈱キムラ

㈱島井組プラ

ント

条件4 平成26年2月28日 無 有 無

㈱島井組プラ

ント

3,465,000 165,000

希157電 農林商工

函南町農業振興地域整備計画基礎資料作成

業務委託

平井

農地利用計画業務　1.0式

農業振興地域整備計画策定業務　1.0式

静岡コンサル

タント㈱函南

営業所

㈱フジヤマ沼

津営業所

㈱東日函南営

業所

昭和設計㈱沼

津営業所

㈱ウエマツコ

ンサルティン

グ沼津支店

服部エンジニ

ア㈱沼津事務

所

㈱東海建設コ

ンサルタント

条件5 平成26年3月31日 無 無 無

㈱フジヤマ沼

津営業所

2,362,500 112,500

希158電 建設 函南町道路台帳更新作業業務委託 仁田外 道路台帳更新作業　1.0式外

㈱東日函南営

業所

㈱パスコ静岡

支店

㈱フジヤマ沼

津営業所

㈱富士測量事

務所

条件6 平成26年3月21日 無 無 無

㈱パスコ静岡

支店

8,505,000 405,000

希159電 学校教育 函南中学校パソコン棟外壁改修工事 仁田 パソコン棟外壁改修工　1.0式 ㈱小川建設 ㈲杉村工務店 ㈱トミック 条件7 平成26年3月20日 無 有 無 ㈱小川建設 3,958,500 188,500

希160電 上下水道 町道柏谷73、74号線配水管布設替工事 柏谷

施工延長 L=205.0m　HIVPφ100 L=1.0m　φ75 L=8.0m

PEPφ75 L=138.0m　φ50 L=58.0m

ソフトシール仕切弁　φ75 4基　φ50 2基

地上式消火栓　1基　地下式消火栓　1基

排泥弁φ25　2基　給水切替　24件

岡田設備工業

㈱

㈲仁科組 条件8 平成26年3月20日 無 有 無

岡田設備工業

㈱

12,600,000 600,000

希161電 上下水道 上沢山ヶ下地区配水管布設替工事(その3) 上沢

総延長L=264.3m　配水用ポリエチレン管φ75 L=226.6m　配水

用ポリエチレン管φ50 L=32.6m　HIVPφ100,70,50,40 L=5.1m

仕切弁φ75 4箇所(内消火栓用2箇所)　仕切弁φ50 3箇所　給

水管接続 15箇所　既設消火栓接続 1箇所　既設防火水槽接続

1箇所　既設配水管止水 1箇所

条件9 平成26年3月20日 無 有 無 取止め 0 0

希162電 建設 町道平井(14)49号線道路改良工事 平井

施工延長　L=53.15m

暗渠排水管設置工　L=52.3m

集水桝工　4箇所

As舗装工　A=121.34㎡

㈲神尾建設 ㈲順建設 条件10 平成26年3月14日 無 無 無 ㈲順建設 1,585,500 75,500

希163電 建設 町道2-23号線道路改良工事(その2) 桑原

施工延長　L=18.6m

土工　1.0式

擁壁工　A=35.5㎡

㈱水口建設 ㈱しょうじ建設 条件11 平成26年3月10日 無 無 無 ㈱しょうじ建設 2,310,000 110,000

希164電 建設 防護柵等設置工事 塚本外

転落防止柵設置工(コンクリート建込)L=65m

転落防止柵設置工(コンクリート建込、土中建込)L=52m

区画線設置工(実線W=15ｃｍ)L=1,540m

区画線設置工(文字W=15ｃｍ換算)L=28m

条件12 平成26年2月28日 無 無 無 取止め 0 0

希165電 建設 町道丹那32号線舗装工事 丹那

施工延長　L=104.30m

As舗装工　A=286.00㎡

Co舗装工　A=180.00㎡

㈲神尾建設 ㈲大塚土木 ㈲順建設 条件13 平成26年3月7日 無 有 無 ㈲神尾建設 3,444,000 164,000

希166電 建設 町道2-15号線道路改良工事 平井

施工延長　L=40m

道路土工　1.0式　擁壁工　1.0式

排水構造物工　1.0式　舗装工　A=212㎡

構造物取壊工　1.0式

㈲神尾建設 ㈲大塚土木 ㈲順建設 条件14 平成26年3月15日 無 有 無 ㈲神尾建設 4,368,000 208,000

希167電 建設

(まち交)函南町立函南中学校調整池設置工

事

仁田

地下式調整池設置工　1.0式(V=92.09m3)

舗装工　A=444.00㎡　側溝工　L=22.00m

区画線工　L=46.30m

水替工　1.0式

㈲函南建設 ㈲竹之内建設 ㈱渡辺工務店 ㈱鈴紘建設 大場建設㈱ 条件15 平成26年3月28日 無 有 無 大場建設㈱ 11,235,000 535,000

希168電 建設 (まち交)函南町体育館調整池設置工事 仁田

地下式調整池設置工　1.0式(V=253.6m3)

舗装工　A=590.00㎡　歩道舗装工　A=14.00㎡

側溝工　L=25.66m　区画線工　L=185.00m

水替工　1.0式

㈲函南建設 菅沼建設㈱ ㈱渡辺工務店 ㈱鈴紘建設 ㈲竹之内建設 加和太建設㈱ 山本建設㈱ 大場建設㈱ ㈲順建設 条件16 平成26年3月28日 無 有 無 大場建設㈱ 21,210,000 1,010,000

希169電 建設

(まち交)東駿河湾環状道路桁下公園(西側)整

備工事

間宮

敷地造成工　1.0式　擁壁工　L型擁壁1～4　1.0式

給水設備工　1.0式　雨水排水設備工　L=5.0m

照明設備工　5基　アスファルト舗装工　A=528.41㎡

人工芝舗装工　A=1,187.20㎡

㈲函南建設 菅沼建設㈱ ㈱渡辺工務店 ㈱水口建設 ㈱鈴紘建設 ㈲竹之内建設 加和太建設㈱ 山本建設㈱ 条件17 平成26年3月31日 無 有 無 ㈱渡辺工務店 46,725,000 2,225,000

※入札番号 制153、制154及び制155　特記事項　(1)　契約方法は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約とする。

条件1 (1)　物品調達等　(2)　その他（コンピュータ機器のリース・レンタル）　(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)　その他（コンピュータ機器のリース・レンタル）　(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)　その他（コンピュータ機器のリース・レンタル）　(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)　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20年度から平成24年度において、函南町ごみ焼却場等環境衛生課所管関連施設の修繕工事等の実績があるもの　(4)　点数要件なし

条件5 (1)　建設コンサルタント　(2)　静岡県内に本社があり、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があるもの　(3)　点数要件なし

条件6 (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があるもの　(3)　平成20年度から平成24年度において、静岡県内の市町が発注した「デジタル化を含む道路台帳更新業務(路線台帳は含まない)」の受注実績があるもの　(4)　点数要件なし

条件7 (1)　建築一式　(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があるもの　(3)　点数要件600点未満

条件8 (1)　管　(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があるもの　(3)　函南町指定給水工事業者の指定を受け、その効力が消滅していないこと　(4)　点数要件なし

条件9 (1)　管　(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があるもの　(3)　函南町指定給水工事業者の指定を受け、その効力が消滅していないこと　(4)　点数要件なし

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があるもの　(3)　点数要件700点未満

条件11 (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があるもの　(3)　点数要件700点未満

条件12 (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があるもの　(3)　点数要件700点未満

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があるもの　(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があるもの　(3)　点数要件700点未満

条件15 (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があるもの　(3)　点数要件550点以上900点未満

条件16 (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があるもの　(3)　点数要件550点以上

条件17 (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があるもの　(3)　点数要件550点以上

平成25年11月29日

平成25年12月10日


