
平成26年7月23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）

8 学校教育 小・中学校教材用備品購入（その1） 仁田外 小・中学校教材用備品　1.0式 ㈲日伸堂 ㈲沼津教材社 ㈱インク ― 平成26年8月29日 無 無 無 ㈲沼津教材社 1,559,520 115,520

9 福祉 第4期函南町障害福祉計画策定業務委託 平井 障害福祉計画策定業務　1.0式

㈱サーベイリ

サーチセン

ター静岡事務

所

㈱アールピー

アイ栃木

㈱ジャパンイ

ンターナショナ

ル総合研究所

― 平成27年3月31日 無 無 無 取止め 0 0

10 福祉

函南町二次予防事業対象者把握事業業務

委託

平井

発送前業務　1.0式　回収業務　1.0式

督促業務　1.0式　データ作成業務　1.0式

結果通知業務　1.0式

アシスト㈱ ㈱名豊

㈱EST

corporation

― 平成27年1月24日 無 無 無 取止め 0 0

11 生涯学習 函南町文化センター内装改修工事 上沢

１階廊下内装壁クロス張替　1.0式

ステージ裏廊下・控室ABC　床1.0式　壁1.0式

2階会議室4壁クロス張替　1.0式

階段室　壁1.0式

㈲芹澤建設 ㈱小川建設 ㈱水口建設 ㈲大隅建設 ㈲小田切建創 ㈲杉村工務店 ㈲サンワ建工 トライテック㈱ 建築一式 平成26年10月17日 無 有 無 ㈲杉村工務店 3,196,800 236,800

制85 管財 庁舎電話交換機設備賃貸借 平井

電話交換機(PBX EP74型)1機

(多機能電話機、PHS電話機等を含む)

保守業務　1.0式

NTTファイナン

ス㈱静岡支店

富士通リース

㈱静岡支店

条件1 平成33年11月30日 無 無 有

NTTファイナン

ス㈱静岡支店

215,071 15,931

制86 上下水道 量水器購入（単価契約） 町内

φ13㎜～φ40㎜　乾式直読式量水器

φ13㎜～φ100㎜　電子遠隔式量水器

愛知時計電機

㈱静岡営業所

条件2 平成27年3月31日 無 無 無 取止め 0 0

制87 総務 災害対策用緊急車両の購入 平井 災害対策用緊急車両　1.0台

㈱畠山ポンプ

製作所

小川ポンプ工

業㈱三島営業

所

条件3 平成26年11月7日 無 無 無

㈱畠山ポンプ

製作所

3,769,480 275,520

制88 福祉

函南町敬老会一般招待者送迎用バス借り上

げ

町内外

借上日　平成26年9月5日(金)

大型(60人乗り)7台　　大型(53人乗り)10台

中型(28人乗り)2台　　小型(24人乗り)2台

伊豆箱根バス

㈱自動車工場

条件4 平成26年9月5日 無 無 無 取止め 0 0

希89 環境衛生

函南町ごみ焼却場処理施設精密機能検査

業務委託

桑原 精密機能検査業務　1.0式

㈱環境計量セ

ンター

㈱東洋検査セ

ンター

条件5 平成27年3月16日 無 無 無

㈱環境計量セ

ンター

1,598,400 118,400

希90電 建設

函南運動公園整備事業　照明設備整備工事

監理業務委託

平井 照明設備整備工事監理業務　1.0式

㈱植野建築設

計事務所

袴田一級建築

設計事務所

袴田健二

㈱蒼設計三島

営業所

条件6 平成27年1月9日 無 無 無

㈱植野建築設

計事務所

1,458,000 108,000

希91電 建設 町道平井(14)187号線道路改良工事 平井

施行延長　L=30.31m

H鋼基礎建込工　N=32箇所

横断側溝工　L=3.0m

Co舗装工　A=72.09㎡

㈲神尾建設 ㈲順建設 ㈲竹之内建設 ㈲大塚土木 条件7 平成26年10月31日 無 無 無 ㈲順建設 2,916,000 216,000

希92電 建設 町道柏谷66号線道路改良工事 柏谷

施行延長　L=72.16m

As舗装工　A=440㎡　砕石舗装工　A=22㎡

側溝工　L=143.3m　暗渠工　L=5.5m

集水桝工　1基　見切工　L=5.8m

1号マンホール設置工　1箇所

㈲函南建設 ㈱鈴紘建設 ㈲仁科組 ㈲竹之内建設 条件8 平成26年11月21日 無 有 無 ㈲仁科組 11,016,000 816,000

希93電 上下水道 汚水3121-1枝線工事 柏谷

施行延長　L=42.5m

φ200㎜硬質塩化ビニール管布設工　L=40.77m

楕円マンホール設置工　1箇所　小口径塩ビマンホール

設置工　2箇所　公設汚水ます設置工　3箇所　舗装復

旧工　A=169㎡

㈲芹澤建設 ㈲仁科組 ㈲竹之内建設 条件9 平成26年10月31日 無 有 無 ㈲芹澤建設 3,240,000 240,000

希94電 上下水道 汚水2098-4～2103-4枝線工事 上沢

施行延長　L=269m

φ200㎜硬質塩化ビニール管布設工　L=262.21m

1号マンホール設置工　6箇所　小口径塩ビマンホール設置工　4箇

所　公設汚水ます設置工　45箇所　舗装復旧工　A=984㎡　マン

ホールポンプ設備工　1.0式　マンホールポンプ電気設備工　1.0式

㈱渡辺工務店 ㈲函南建設 ㈲神尾建設 菅沼建設㈱ ㈱鈴紘建設 ㈲仁科組 ㈲順建設 ㈲竹之内建設 条件10 平成27年3月13日 無 有 無 ㈲順建設 39,960,000 2,960,000

希95電 上下水道 町道柏谷66号線配水管布設工事 柏谷

施行延長　L=77.3m

PEPφ75　L=75.0m

ソフトシール仕切弁φ75　1基

排泥弁φ25　1基

岡田設備工業

㈱

㈲仁科組

㈲岩城ホーム

サービス

条件11 平成26年10月17日 無 無 無 ㈲仁科組 2,041,200 151,200

希96電 上下水道 町道柏谷41号線配水管布設工事 柏谷

施行延長　L=34.3m

PEPφ50　L=32.0m

ソフトシール仕切弁φ50　1基

不断水ストッパーφ75　1基

岡田設備工業

㈱

㈲仁科組

㈲岩城ホーム

サービス

条件12 平成26年10月17日 無 無 無

㈲岩城ホーム

サービス

2,052,000 152,000

希97電 上下水道 仁田駅前地区配水管布設替工事(第4工区) 仁田

施行延長　L=248.0m

PEPφ100　L=105.0m　φ75　L=106.0m　φ25　L=25.0m

ソフトシール仕切弁φ100　２基　φ75　1基　φ50　1基

地下式消火栓　１基　排泥弁φ25　3基

給水切替　20件

岡田設備工業

㈱

㈲仁科組

㈲岩城ホーム

サービス

条件13 平成26年11月14日 無 有 無

岡田設備工業

㈱

12,700,800 940,800

※

条件1 (1)　物品調達等　(2)　その他(リース・レンタル業)　(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)　水道用資材　(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)　車両関係又は消防保安　(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4 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス(バス運行)　(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5 (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があるもの　(3)　点数要件なし

条件6 (1)　建築士事務所　(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り、かつ静岡県内に本社を有するもの　(3)　配置を予定する技術管理者は、一級建築士の有資格者であること　(4)　点数要件なし

条件7 (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8 (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550点以上900点未満

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があるもの　(3)　点数要件700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があるもの　(3)　点数要件550点以上

条件11 (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12 (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13 (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

平成26年7月4日

平成26年7月11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　


