
平成25年4月10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

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）

制1 議会事務局 函南町議会だより印刷製本業務委託 平井

函南町議会だより

サイズ　A4仕上がり、ページ12～16

部数:12,500×4回

大和印刷㈱ アサダ印刷㈱ 条件1 平成26年3月31日 無 無 無 アサダ印刷㈱ 1.23 0.05

制2 上下水道 函南町東部簡易水道検針業務委託 平井外

水道メーター等検針業務

年間検針件数　約16,100件

南箱根ダイヤ

ランド㈱

条件2 平成26年3月31日 無 無 有 取止め 0 0

制3 管財 自家用電気工作物保安管理業務委託 仁田外

自家用電気工作物保安管理業務　1.0式

函南中学校外32施設

㈱静岡ケイテ

クノ

条件3 平成26年3月31日 無 無 無 取止め 0 0

制4 管財 都市計画公園等芝生管理等業務委託 柏谷外

原生の森公園　草刈

柏谷公園　芝生管理（グランド多目的広場）

仁田さくら公園　芝生管理（多目的広場）

㈱日進 条件4 平成26年3月31日 無 無 有 取止め 0 0

制5 健康づくり フッ素洗口液調合・配布業務委託 町内

実施箇所　町内１４箇所

実施回数　年間３５回

㈱カツマタ 条件5 平成26年3月14日 無 無 無 取止め 0 0

制6 上下水道

田代地区農業集落排水処理施設保守点検

水質調査業務委託

田代

水質調査　1.0式

施設保守点検　1.0式

汚泥清掃　1.0式

㈲朋栄 伊豆総業㈱ ㈲清水総業 条件6 平成26年3月31日 無 無 無 伊豆総業㈱ 1,365,000 65,000

制7 上下水道 水質検査単価契約 町内

給水栓水質検査　1.0式

原水水質検査　1.0式外

（一般財）静岡

県生活科学検

査センター

㈱静環検査セ

ンタ－

㈱環境計量セ

ンター

条件7 平成26年3月31日 無 無 無

㈱環境計量セ

ンター

7,213,500 343,500

希8 上下水道 蛇ヶ橋ポンプ場電気施設等点検業務委託 仁田

受変電設備点検　1.0式

負荷設備点検　1.0式

非常用発電設備点検　1.0式外

平井工業㈱ ㈱長沢電機 条件8 平成25年6月28日 無 無 無 平井工業㈱ 5,775,000 275,000

希9 上下水道 函南町公共下水道台帳作成業務委託 大竹外

作業計画１業務

台帳図作成2.00Km、書作成2.00Km

既成図CAD化1.00K㎡外

東和設計㈱

㈱東日函南営

業所

静岡コンサル

タント㈱函南

営業所

条件9 平成25年8月30日 無 無 無 東和設計㈱ 2,835,000 135,000

希10 上下水道 マンホールポンプ保守点検業務委託 間宮外

マンホールポンプ内部高圧洗浄等　1.0式

潤滑油、水位計交換　1.0式

異常発報時点検業務　1.0式外

㈲エム・テック 平井工業㈱ 条件10 平成26年3月31日 無 無 無 ㈲エム・テック 4,179,000 199,000

希11 上下水道

八ッ溝街路内配水管布設替工事設計業務委

託

仁田・大土肥 設計業務　施工延長＝250m～300m

㈱蓮池設計伊

豆営業所

㈱白岩設計御

殿場支店

㈱大場上下水

道設計沼津営

業所

条件11 平成25年8月31日 無 無 無

㈱大場上下水

道設計沼津営

業所

1,732,500 82,500

希12 生涯学習 柏谷横穴群草刈整備業務委託 柏谷

草刈整備回数

6回（4・5・6・7・8・9月）

㈱小川建設 条件12 平成25年9月30日 無 無 有 取止め 0 0

希13 生涯学習 丹那断層公園トイレ・草刈清掃業務委託 畑

草刈清掃等　12回/年

トイレ清掃　51回/年(1回/週）

㈲岩城造園 ㈱小川建設 ㈲神尾建設 条件13 平成26年3月31日 無 無 有 ㈲岩城造園 573,300 27,300

希14 環境衛生 函南町ごみ焼却場飛灰コンベア等改修工事 桑原

1号・2号飛灰コンベア改修工　1.0式

1号炉ガス冷却塔天井部耐火物補修工　1.0

式

東伸エンジニ

アリング㈱

㈱島井組プラ

ント

㈱荒新機工一

宮営業所

条件14 平成25年10月31日 無 有 無

東伸エンジニ

アリング㈱

43,785,000 2,085,000

※入札番号 制162・制164　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)　印刷製本　(3)　函南町、伊豆の国市、三島市、沼津市、裾野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、静岡県内の自治体の納入実績があること　(4)　点数要件なし

条件2 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(3)　函南町の入札参加資格のあるもの　(4)　静岡県内の自治体の水道検針業務の受託実績があること　(5)　点数要件なし

条件3 (1)　保守管理等　(2)　設備機器管理等　(3)　電気設備保守　(4)　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　(5)　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または環境衛生管理　(3)　庭園管理　(4)　函南町、三島市、沼津市、清水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があるもの　(5)　点数要件なし

条件5 (1)　物品調達等　(2)　医療・衛生業　(3)　函南町、伊豆の国市、伊豆市、三島市、沼津市、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があるもの　(4)　静岡県内の自治体の受注実績があること　(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)　函南町、三島市、伊豆の国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　(4)　平成20年度以降、集中浄化槽等の浄化槽及び付属電気機器の保守点検の実績があること　(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)　静岡県給水衛生検査協議会又は全国給水衛生検査協会に属していること　(4)　平成25年度までの施行の水道法施工規則改正に順応しており、一定水準の水質検査品質を維持できること　(5)　点数要件なし

条件8 (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があるもの　(3)　点数要件なし

条件9 (1)　測量　(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)　点数要件なし

条件10 (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があるもの　(3)　点数要件なし

条件11 (1)　建設コンサルタント　(2)　静岡県内に本社があり、県東部地区内（富士川以東）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)　配置予定業務代理人、管理技術者、照査技術者を各1名配置しており、各々が建設コンサルタン協会登録の上下水道部門、上水道及び工業用水の技術士またはＲＣＣＭ資格を有すること　(4)　点数要件なし

条件12 (1)　その他　(2)　造園　(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があるもの　(4)　点数要件なし

条件13 (1)　その他　(2)　造園　(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があるもの　(4)　点数要件なし

条件14 (1)　その他　(2)　機械器具設置　(3)　函南町の入札参加資格のあるもの　(4)　平成21年度以降に函南町ごみ焼却場の施設設備の修繕工事や各機器交換実績のあるもの　(5)　点数要件なし

入　　　札　　　参　　　加　　　者

平成25年3月27日

平成25年4月2日


