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入札

番号

担当課 件　　　　　名

施行
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業　務　概　要
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制限
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前払

金
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払
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（円）

内消費税額

（円）

制145 学校教育 西部保育園・東中学校印刷機賃貸借 間宮外

西部保育園・東中学校印刷機賃貸借　西部

保育園印刷機　1.0台　東中学校印刷機

1.0台

日本教育情報

機器㈱

富士通リース

㈱静岡支店

条件1 平成35年9月30日 無 無 有

日本教育情報

機器㈱

80,136 5,936

制146 総務 防災ラジオ購入(その2) 平井 防災ラジオ　1,000台

リズム時計工

業㈱

条件2 平成31年3月27日 無 無 無

リズム時計工

業㈱

8,424,000 624,000

制147 総務 救護所用医療資材購入 平井

救護所用医療資材更新　1.0式　EM-5 №1

～3　2,4年目更新　EM-5 №4,5　2,6年目更

新　救急箱　 №1～8　2,4年目更新

㈱カツマタ 条件3 平成31年3月15日 無 無 無 ㈱カツマタ 2,775,600 205,600

制148 上下水道

東部簡易水道給配水管路漏水調査業務委

託

平井外

監視型調査機器設置　100箇所　感知巡回

調査　200箇所　路面音聴調査　14.5㎞　漏

水確認調査　29.0㎞

㈱リクチ漏水

調査

水道テクニカ

ルサービス㈱

㈱日本レップ

ス

㈱西日本水道

センター名古

屋支店

㈱サンリーク

静岡支店

アクアテック㈱

㈱日本漏防コ

ンサルタント

中部営業所

㈱コスモリ

サーチ東海支

店

条件4 平成31年3月20日 無 無 無 アクアテック㈱ 1,598,400 118,400

制149 上下水道 水道施設非常用発電設備点検業務委託 桑原外

上水道事業区域　3箇所　第2浄水場、第3

浄水場、肥田浄水場

東部簡易水道事業区域　3箇所　第1ポンプ

場、第2ポンプ場、第3ポンプ場

平井工業㈱ 条件5 平成31年1月18日 無 無 無 平井工業㈱ 712,800 52,800

制150 産業振興

平成30年度伊豆道の駅スタンプラリー開催

業務

塚本 伊豆道の駅スタンプラリー開催業務　1.0式

㈱エイエイ

ピー三島支店

条件6 平成31年3月15日 無 無 無

㈱エイエイ

ピー三島支店

2,052,000 152,000

希151電 建設 上沢用水路改修に伴う設計業務委託 上沢

設計業務　1.0式　基本条件整理　1.0式

ゲート設計　1.0式　一般構造物基礎工詳細

設計　1.0式　用水路実施設計　1.0式

㈱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

伸東測量設計

㈱三島営業所

㈱東建コンサ

ルタント静岡

営業所

新日本設計㈱

三島支店

条件7 平成31年2月28日 無 無 無

㈱東日函南営

業所

9,504,000 704,000

希152電 学校教育 コンクリートブロック造建物調査業務委託 仁田外 コンクリートブロック造建物調査業務　1.0式

㈱蒼設計三島

営業所

㈲山梨一正建

築設計事務所

条件8

平成30年12月20

日

無 無 無

㈱蒼設計三島

営業所

1,134,000 84,000

希153電 都市計画 「川の駅」水辺広場整備工事(その2) 塚本

水辺広場整備工　1.0式　ベンチ(背無)　2箇所　着脱式

ドッグランフェンス工　26ｍ　着脱式ドッグラン片開き門

扉工　2箇所　メインサイン(ドッグランサイン)　1箇所

サブサイン　2箇所　ドッグランサインB・C　2箇所　不陸

整正工　150㎥　張芝工(野芝)　4,900㎡

㈱しょうじ建設 ㈱水口建設 菅沼建設㈱ ㈱渡辺工務店 加和太建設㈱ 条件9 平成31年3月25日 有 有 無 ㈱水口建設 26,762,400 1,982,400

希154電 建設

日守下の谷戸排水機場1号ポンプ・排水路ポ

ンプ修繕工事

日守

排水機場1号ポンプ修繕　1.0式　排水路ポ

ンプ交換　1.0式

㈱二和工業商

会

条件10 平成31年3月25日 無 有 無

㈱二和工業商

会

4,989,600 369,600

希155電 建設 無名橋(上沢80号線)橋梁補修工事 上沢

旧橋撤去工　1.0式　断面修復工　1.0式　橋台背面

補修工　1.0式　河床コンクリート工　1.0式　上部工

取替え工　1.0式　支承工　1.0式　背面舗装打替え

工　1.0式　仮設工　1.0式

㈱水口建設 市川建設㈱ ㈲函南建設 ㈱鈴紘建設 ㈲順建設 条件11 平成31年3月25日 無 有 無 ㈲函南建設 4,968,000 368,000

希156電 建設 町道2‐11号線舗装工事 平井 施工延長　L=100m　As舗装工　A=457.00㎡ ㈲竹之内建設 条件12 平成30年12月25日 無 無 無 ㈲竹之内建設 2,538,000 188,000

希157電 上下水道 汚水6030枝線工事 肥田

施工延長 L=98.00m　第1工区　φ150mm硬質塩化ビニル管布設工

L=48.31m　1号マンホール設置工　N=1箇所　小口径マンホール設

置工　N=1箇所　取付管及びます設置工　N=5箇所　付帯工　1.0式

第2工区　φ150mm硬質塩化ビニル管布設工　L=47.34m　1号マン

ホール設置工　N=1箇所　取付管及びます設置工　N=7箇所 付帯

工　1.0式

㈱水口建設 ㈱渡辺工務店 条件13 平成31年3月5日 有 有 無 ㈱渡辺工務店 16,740,000 1,240,000

希158電 上下水道 汚水939-2-1枝線工事 間宮

施工延長 L=191.62m　第1工区　φ150mm硬質塩化ビニル

管布設工　L=141.22m　1号マンホール設置工　N=6箇所　汚

水桝設置工　N=2箇所　付帯工　1.0式　第2工区　φ150mm

硬質塩化ビニル管布設工　L=44.40m　小型マンホール設置

工　N=1箇所　汚水桝設置工　N=1箇所 付帯工　1.0式

㈱水口建設 ㈱渡辺工務店 ㈲函南建設 ㈱鈴紘建設 条件14 平成31年3月22日 有 有 無 ㈱渡辺工務店 21,924,000 1,624,000

希159電 上下水道 汚水4136枝線工事 平井

施工延長 L=42.08m　φ200mm硬質塩化ビ

ニル管布設工　L=40.26m　1号マンホール

設置工　N=1箇所　小型マンホール設置工

N=1箇所　公設汚水桝設置工　N=7箇所

㈱水口建設 ㈲順建設 条件15 平成31年1月28日 無 有 無 ㈱水口建設 5,022,000 372,000

希160電 上下水道 町道1-8号線汚水桝移設工事 大土肥

公設汚水桝移設工　汚水桝設置　6箇所

汚水桝撤去　6箇所　付帯工　1.0式

㈱水口建設 条件16 平成30年12月17日 無 有 無 ㈱水口建設 3,780,000 280,000

希161電 上下水道 鶴巻地区配水管布設替工事 平井

施工延長 L=60.0m　HPPEφ50 L=35.0m HPPEφ75

L=25.0m　SGP-VB80A  L=1.2m 塩ビ管用不断水割T字

管（ソフトシール仕切弁付）φ75×φ75　 1基　ソフト

シール仕切弁 φ75 2基　地上式消火栓φ65　1基　給

水管切替　8件

岡田設備工業

㈱

㈲岩城ホーム

サービス

条件17 平成31年1月31日 無 有 無

岡田設備工業

㈱

4,536,000 336,000

希162電 環境衛生 リサイクルプラザ施設シーケンサ改修工事 桑原

中央監視・シーケンサ盤シーケンサ改修工

1.0式　二軸せん断機器シーケンサ改修工

1.0式

平井工業㈱ 条件18 平成31年1月11日 無 有 無 平井工業㈱ 5,994,000 444,000

希163電 学校教育 函南小学校フェンス改修工事 仁田

函南小学校フェンス改修工　西側1工区

L=12.8m　西側2工区　L=25.8m　北側3工区

L=14.7m

㈱水口建設 ㈲竹之内建設 ㈲函南建設 条件19 平成31年2月28日 無 有 無 ㈲竹之内建設 5,043,600 373,600

希164電 健康づくり

湯～トピアかんなみ箱根の湯排煙窓オペ

レーター装置修繕

柏谷

湯～トピアかんなみ箱根の湯排煙窓オペ

レーター装置修繕　1.0式

㈲小田切建創 条件20 平成31年1月31日 無 無 無 ㈲小田切建創 889,920 65,920

希165電 生涯学習 柏谷横穴群ブロック壁撤去工事 柏谷 構造物撤去工　1.0式　土工　1.0式 ㈲大塚土木 条件21 平成31年2月28日 無 無 無 ㈲大塚土木 1,404,000 104,000

平成30年9月25日

平成30年10月12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　
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※入札番号 制145　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　(5) 点数要件なし

条件2 (1)　物品調達等　(2)　電気製品又は消防保安　(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3 (1)　物品調達等　(2)　医療・衛生・薬品　(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(漏水調査)　(3)　函南町の入札参加資格のあるもの　(4)　平成25年度から平成29年度において、官公庁発注の漏水調査業務の元請け(監視型漏水調査機器[詳細特記仕様書参照]を使用した設置調査実績)としての受注実績のあるもの　(5)　点数要件なし

条件5 (1)　保守管理等　(2)　設備機器管理等又はその他役務サービス　(3)　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　(4)　平成25年度から平成29年度において、官公庁発注の非常用発電設備の点検業務の元請けとしての受注実績のあるもの　(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(イベント企画運営)　(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7 (1)　建設コンサルタント　(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8 (1)　建築士事務所　(2)　函南町、沼津市、三島市、伊豆の国市、伊豆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9 (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のあるもの　(3)　点数要件550点以上

条件10 (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のあるもの　(3)　点数要件900点未満

条件12 (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550点以上900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のあるもの　(3)　点数要件550点以上

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900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　(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)　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500点以上

条件18 (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)　点数要件なし

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900点未満

条件20 (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21 (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


