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制124 学校教育 中学校パソコン教室機器等賃貸借 仁田外

サーバ機　2台　教師用デスクトップパソコ

ン　2台　生徒用デスクトップパソコン　70台

A3カラーページプリンタ　2台　A4インク

ジェット複合機　2台

富士通リース

㈱静岡支店

日本教育情報

機器㈱

条件1 令和7年9月30日 無 無 有

日本教育情報

機器㈱

370,480 33,680

制125 学校教育 小学校幼稚園教職員用パソコン賃貸借 仁田外

小学校教職員用デスクトップパソコン　7台　小学

校教職員用ノートパソコン　8台　小学校養護教諭

用ノートパソコン　5台　小学校栄養士用ノートパソ

コン　5台　幼稚園教職員用ノートパソコン　12台

富士通リース

㈱静岡支店

日本教育情報

機器㈱

条件2 令和7年9月30日 無 無 有

富士通リース

㈱静岡支店

182,545 16,595

制126 総務 備蓄用食料購入 平井

アルファ化米(野菜ピラフ)　2,500食　アル

ファ化米(ひじきご飯)　2,500食　アルファ化

米(はんぶん米)　1,000食　クラッカー　1,800

食（180缶）

㈱平和防災産

業

条件3 令和3年2月26日 無 無 無

㈱平和防災産

業

2,005,992 148,592

制127 上下水道 量水器購入（単価契約） 平井

φ13㎜～φ40㎜乾式直読式量水器(新品)

φ13㎜～φ75㎜乾式直読式量水器(バーター)

φ13㎜～φ100㎜電子遠隔式量水器(新品)

φ13㎜～φ100㎜電子遠隔式量水器(バーター)

愛知時計電機

㈱静岡営業所

条件4 令和3年3月22日 無 無 無

愛知時計電機

㈱静岡営業所

4,006,211 364,201

制128 環境衛生

令和2年度下期～令和5年度上期家庭系一

般廃棄物収集運搬(可燃、A地区)業務委託

函南町内

可燃ごみA地区収集運搬経費(ごみ推計

量)2tパッカー車分1,400t、4tパッカー車分

2,800t、収集日数620日/3年間

㈲仲川商事 ㈱東部処理 条件5 令和5年9月30日 有 無 有 ㈲仲川商事 19,250,000 1,750,000

制129 環境衛生

令和2年度下期～令和5年度上期家庭系一

般廃棄物収集運搬(可燃、B地区)業務委託

函南町内

可燃ごみB地区収集運搬経費(ごみ推計

量)2tパッカー車分1,800t、4tパッカー車分

3,600t、収集日数620日/3年間

㈲仲川商事 ㈲村上商事 ㈱東部処理 条件6 令和5年9月30日 有 無 有 ㈲村上商事 25,344,000 2,304,000

制130 環境衛生

令和2年度下期～令和5年度上期家庭系一

般廃棄物収集運搬(可燃、C地区)業務委託

函南町内

可燃ごみC地区収集運搬経費(ごみ推計

量)2tパッカー車分1,700t、4tパッカー車分

3,400t、収集日数620日/3年間

㈲仲川商事

日本トリートメ

ント産業㈱

㈱東部処理 条件7 令和5年9月30日 有 無 有

日本トリートメ

ント産業㈱

21,819,600 1,983,600

制131 環境衛生

令和2年度下期～令和5年度上期家庭系一

般廃棄物収集運搬(可燃、D地区)業務委託

函南町内

可燃ごみD地区収集運搬経費(ごみ推計

量)2tパッカー車分1,900t、4tパッカー車分

3,800t、収集日数620日/3年間

㈲仲川商事 ㈱東部処理 条件8 令和5年9月30日 有 無 有 ㈲仲川商事 25,850,000 2,350,000

制132 環境衛生

令和2年度下期～令和5年度上期家庭系一

般廃棄物収集運搬(可燃、E地区)業務委託

函南町内

可燃ごみE地区収集運搬経費(ごみ推計

量)2tパッカー車分750t、4tパッカー車分

1,500t、2t車特別収集分48t、収集日数620

日/3年間

㈲仲川商事 ㈱東部処理 条件9 令和5年9月30日 有 無 有 不調

制133 環境衛生

令和2年度下期～令和5年度上期家庭系一

般廃棄物収集運搬(不燃、その他)業務委託

函南町内

不燃ごみ(その他)収集経費180日分(ごみ

推計量)1,200t、収集日数180日/3年間

㈲丸萬産業 ㈱東部処理 条件10 令和5年9月30日 有 無 有 ㈲丸萬産業 26,840,000 2,440,000

制134 環境衛生

令和2年度下期～令和5年度上期家庭系一

般廃棄物収集運搬(資源、缶)業務委託

函南町内

資源ごみ(缶)収集経費165日分(ごみ推計

量)195t、収集日数165日/3年間

㈲丸萬産業 ㈱東部処理 条件11 令和5年9月30日 有 無 有 ㈲丸萬産業 15,950,000 1,450,000

制135 環境衛生

令和2年度下期～令和5年度上期家庭系一

般廃棄物収集運搬(資源、びん)業務委託

函南町内

資源ごみ(びん)収集経費180日分(ごみ推

計量)630t、収集日数180日/3年間

㈲丸萬産業 ㈱東部処理 条件12 令和5年9月30日 有 無 有 ㈲丸萬産業 19,800,000 1,800,000

制136 環境衛生

令和2年度下期～令和5年度上期家庭系一

般廃棄物収集運搬(資源、古紙)業務委託

函南町内

資源ごみ(古紙)収集経費180日分(ごみ推

計量)870t、収集日数180日/3年間

㈲丸萬産業 ㈱東部処理 条件13 令和5年9月30日 有 無 有 ㈲丸萬産業 14,520,000 1,320,000

制137 環境衛生

令和2年度下期～令和5年度上期家庭系一

般廃棄物収集運搬(資源、ペット・トレイ)業務

委託

函南町内

資源ごみ(ペットボトル・トレイ)収集経費180

日分(ごみ推計量)165t、収集日数180日/3

年間

㈲丸萬産業 ㈱東部処理 条件14 令和5年9月30日 有 無 有 ㈲丸萬産業 20,240,000 1,840,000

制138 環境衛生

令和2年度下期～令和5年度上期家庭系一

般廃棄物収集運搬(資源、廃油)業務委託

函南町内

資源ごみ(廃油)収集経費180日分(廃油推

計量)約24t、収集日数180日/3年間

㈲丸萬産業 ㈱東部処理 条件15 令和5年9月30日 有 無 有 ㈲丸萬産業 9,020,000 820,000

制139 環境衛生

令和2年度下期～令和5年度上期家庭系一

般廃棄物収集運搬(資源、蛍光灯等)業務委

託

函南町内

資源ごみ(蛍光灯等)収集経費165日分(蛍

光灯等推計量)約27t、収集日数165日/3年

間

㈲丸萬産業 ㈱東部処理 条件16 令和5年9月30日 有 無 有 ㈲丸萬産業 6,600,000 600,000

希140電 建設

町道1-8号線道路改良工事に伴う設計業務

委託

大土肥 設計業務　L=80m　測量業務　L=80m

㈱東日函南営

業所

静岡コンサル

タント㈱函南

営業所

鈴木設計㈱

東亜測量設計

㈱函南営業所

㈱建設コンサ

ルタントセン

ター沼津支店

㈱フジヤマ沼

津営業所

新日本設計㈱

三島支店

伸東測量設計

㈱三島営業所

㈱ウイン

ディーネット

ワーク沼津支

店

不二総合コン

サルタント㈱

沼津支店

富士設計㈱ 条件17 令和2年10月9日 無 無 無

㈱東日函南営

業所

990,000 90,000

希141電 管財 柏谷公園トイレ改修（その2）工事 柏谷

東側トイレ（男子用）　手摺、ベビーチェア、

ベビーシート、棚、紙巻器　各1　西側トイレ

洋便器、手摺、ベビーチェア、棚、紙巻器

各3　ベビーシート　1

㈲芹澤建設 条件18 令和2年11月30日 有 有 無 ㈲芹澤建設 5,940,000 540,000

希142電 建設 町道間宮36号線道路構造物撤去・設置工事 間宮

施工延長　L=22.0m　構造物撤去・設置工

V=3㎥　ネットフェンス撤去・設置工

L=22.0m　床堀工　V=26㎥　仮舗装工

A=29㎡　地上式消火栓移設工　N=1基

㈲竹之内建設 条件19 令和2年10月16日 無 無 無 ㈲竹之内建設 2,695,000 245,000

希143電 環境衛生

函南町ごみ焼却場1号炉誘引送風機イン

バータ他補修工事

桑原

1号炉誘引送風機インバータ補修工　1台

2号コンデンサVCS補修工　1台　回転破砕

機駆動用モータ復旧工　1.0式

平井工業㈱ 条件20 令和3年2月26日 無 有 無 平井工業㈱ 9,350,000 850,000

希144電 上下水道 東部第2ポンプ場送水ポンプ更新工事 平井

水中渦巻ポンプ更新　2台　φ100×0.73㎥

/min×122ｍ×30kw 急閉逆止弁更新　2台

80A×20K 仕切弁更新　2台　80A×20K

㈲エム・テック 条件21 令和3年1月29日 無 有 無 ㈲エム・テック 15,620,000 1,420,000

希145電 上下水道

大竹八ツ溝汚水幹線下水道管路耐震化工

事

上沢

施工延長　L=537.68m　管きょ更生工

L=532.43m

菅沼建設㈱ 加和太建設㈱ 山本建設㈱ 駿豆建設㈱

富士ロード

サービス㈱沼

津支店

条件22 令和3年3月12日 有 有 無

富士ロード

サービス㈱沼

津支店

60,016,000 5,456,000

希146電 学校教育 小学校4校網戸設置工事 仁田外

（函南小学校）網戸・レール設置　59箇所

（丹那小学校）網戸設置　11箇所　（桑村小

学校）網戸設置　37箇所　（西小学校）網戸

設置　14箇所

㈲小田切建創 条件23 令和2年11月2日 有 無 無 ㈲小田切建創 1,705,000 155,000

入　　　札　　　参　　　加　　　者

令和2年8月6日

令和2年8月14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8月6日

令和2年8月14日現場説明実施日　

入札参加条件等審査委員会開催日　

希147電 学校教育 桑村小学校体育館トイレ等整備工事 桑原

トイレブース設置　2箇所　トイレ便器設置

2箇所　可動式手摺り設置　1箇所　L型手

摺り設置　2箇所　洗面器設置　1箇所　体

育館出入口扉改修　1箇所

㈲大隅建設 条件24 令和2年12月7日 無 有 無 ㈲大隅建設 4,565,000 415,000

希148電 産業振興 平井南谷下地区治山工事 平井

山腹工　1.0式　土留工　1基　法切工

307.5㎥　柵工（丸太柵）　78.5ｍ　伏工

137.9㎡　柵工（ネット）　28ｍ　嵩上工　28ｍ

ふとんかご　4ｍ　敷鉄板　178㎡

㈲小山内組 ㈱しょうじ建設 市川建設㈱ 条件25 令和3年2月12日 有 有 無 ㈲小山内組 8,800,000 800,000

※入札番号 制124,125　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(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(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)　消防・保安　(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4 (1)　物品調達等　(2)　水道資材　(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5 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(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)　函南町一般廃棄物収集運搬許可業者であるもの　(5)　点数要件なし

条件6 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(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)　函南町一般廃棄物収集運搬許可業者であるもの　(5)　点数要件なし

条件7 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(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)　函南町一般廃棄物収集運搬許可業者であるもの　(5)　点数要件なし

条件8 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(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)　函南町一般廃棄物収集運搬許可業者であるもの　(5)　点数要件なし

条件9 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(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)　函南町一般廃棄物収集運搬許可業者であるもの　(5)　点数要件なし

条件10 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(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)　函南町一般廃棄物収集運搬許可業者であるもの　(5)　点数要件なし

条件11 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(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)　函南町一般廃棄物収集運搬許可業者であるもの　(5)　点数要件なし

条件12 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(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)　函南町一般廃棄物収集運搬許可業者であるもの　(5)　点数要件なし

条件13 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(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)　函南町一般廃棄物収集運搬許可業者であるもの　(5)　点数要件なし

条件14 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(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)　函南町一般廃棄物収集運搬許可業者であるもの　(5)　点数要件なし

条件15 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(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)　函南町一般廃棄物収集運搬許可業者であるもの　(5)　点数要件なし

条件16 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(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)　函南町一般廃棄物収集運搬許可業者であるもの　(5)　点数要件なし

条件17 (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)　点数要件なし

条件18 (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600点未満

条件19 (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20 (1)　電気　(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800点以上

条件21 (1)　機械器具設置　(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22 (1)　土木一式　(2)　沼津市、三島市、函南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900点以上

条件23 (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600点未満

条件24 (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600点未満

条件25 (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900点未満

※入札番号制132は予定価格を超えているため不調


