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制184 子育て支援町立幼稚園備品購入 仁田外 加湿空気清浄機　65台 ㈱インク 条件1 令和3年2月28日 無 無 無 ㈱インク 2,002,000 182,000

制185 学校教育小中学校学校保健用品購入 仁田外

ヘッドフォン　25台　アコーディオン衝立　2

台他　タワーファン　3台他

㈲日伸堂 ㈲沼津教材社 条件2 令和2年11月27日 無 無 無 ㈲日伸堂 1,070,300 97,300

制186 管財 公園遊具施設保守点検業務委託 函南町内

都市公園(7箇所)遊具施設　小公園(11箇

所)遊具施設

東海体育指導

㈱

条件3 令和3年3月1日 無 無 無

東海体育指導

㈱

404,800 36,800

制187 建設 ヒューマンヒルズ調整池除草業務委託 桑原 調整池除草工　A=5,400㎡ ㈱鈴紘建設 条件4 令和2年12月15日 無 無 無 ㈱鈴紘建設 1,254,000 114,000

制188 建設 丹那・軽井沢・桑原地内道路除草業務委託 丹那外 道路除草工　L=6,400m　A=6,400㎡ ㈱鈴紘建設 条件5 令和2年11月30日 無 無 無 ㈱鈴紘建設 2,475,000 225,000

制189 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729t、4tパッカー車分

1,458t、2t車特別収集分57t、収集日数602

日/3年間

㈲仲川商事 ㈱東部処理 条件6 令和5年9月30日 有 無 有 ㈲仲川商事 11,357,500 1,032,500

希190電 総務 地域公共交通運行計画策定等業務委託 平井外

循環交通運行計画(素案)作成　1.0式　函

南町地域公共交通会議運営支援　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7 令和3年3月26日 無 無 無

玉野総合コン

サルタント㈱

沼津事務所

6,710,000 610,000

希191電 建設 町道平井（15）46号線舗装工事 平井

施工延長　L=108.0m　舗装工(オーバーレイ

工)　A=623.0㎡　舗装工(打替え工)　A=21.0㎡

保安工　N=1.0式

㈲石川設備工

業

㈲竹之内建設 条件8 令和3年1月29日 無 有 無 ㈲竹之内建設 2,992,000 272,000

希192電 建設 町道1-9号線舗装工事 上沢

施工延長　L=100m　舗装工　切削オーバーレ

イ工　A=773㎡　舗装打替え工　A=66㎡　縁石

工　L=10m　区画線工　実線　白　L=230m他

㈲函南建設 ㈲順建設 市川建設㈱ 条件9 令和3年2月23日 無 有 無 ㈲函南建設 7,700,000 700,000

希193電 産業振興

令和元年度台風19号災2/325農地災害復旧

工事

平井

復旧延長　L=26m　ふとんかご工　L=38m

植生シート工　A=257㎡

市川建設㈱ 条件10 令和3年2月19日 有 有 無 市川建設㈱ 3,080,000 280,000

希194電 上下水道汚水2308-2枝線マンホールポンプ設置工事 大竹

施工箇所　1箇所　マンホールポンプ機械

設備工　1.0式　　マンホールポンプ電気設

備工　1.0式

㈲エム・テック 条件11 令和3年3月11日 有 有 無 ㈲エム・テック 16,995,000 1,545,000

希195電 学校教育東中学校ポンプ室等改修工事 柏谷

既設ポンプ室撤去工　N=1箇所　ポンプ室

設置工　N=1箇所　既設物置撤去工　N=1

箇所　　物置設置工　N=1箇所

㈲大隅建設 条件12 令和2年12月21日 無 無 無 ㈲大隅建設 1,292,500 117,500

希196電 学校教育函南中学校グラウンドフェンス整備工事 仁田

ネットフェンス設置工　L=32.0ｍ　門扉設置

工　N=1基

条件13 令和3年1月12日 無 無 無 取止め

希197電 学校教育小学校防犯カメラ設置工事 仁田外 防犯カメラ設置工　N=15箇所 ㈱デンマル 条件14 令和3年1月12日 無 有 無 ㈱デンマル 3,099,800 281,800

入　　　札　　　参　　　加　　　者

令和2年10月1日

令和2年10月9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10月1日

令和2年10月9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1 (1)　物品調達等　(2)　電気製品　(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2 (1)　物品調達等　(2)　教育用品等又は事務用品　(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3 (1)　保守管理等　(2)　建物施設管理等　(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　(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)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(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)　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のあるもの　(3)　点数要件700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のあるもの　(3)　点数要件900点未満

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)　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12 (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のあるもの　(3)　点数要件700点未満

条件14 (1)　電気　(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800点未満

※入札番号希196電は入札参加者なしによる取止め


