
平成25年10月22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）

14 管財 選挙期日前、名簿管理サーバ機器賃貸借 平井 選挙期日前、名簿管理管理サーバ　１台

スルガ・キャピ

タル㈱沼津支

社

芙蓉総合リー

ス㈱静岡支店

富士通リース

㈱静岡支店

㈱フジヤマ沼

津営業所

ＮＴＴファイナ

ンス㈱静岡支

店

平成30年10月31日 無 無 有

富士通リース

㈱静岡支店

27,300 1,300

制102 学校教育 小中学校教員用ノートパソコンＯＳ変更作業 仁田外

小中学校教員用ノートパソコンＯＳ変更作

業　1.0式

東栄商工㈱ 条件1 平成26年1月31日 無 無 無 取止め 0 0

制103 学校教育

小中学校運動場防塵凍結防止剤散布業務

委託

仁田外

小学校　５校　34,923㎏

中学校　１校　11,119㎏

杉本ケミカル

㈱

村上化学㈱静

岡支店

ソーダニッカ

㈱静岡営業所

条件2 平成26年1月31日 無 無 無 不調 0 0

制104 福祉 函南町高齢者実態調査業務委託 平井

アンケート調査　1.0式

成果品の納品　1.0式

㈱サーベイリ

サーチセン

ター静岡事務

所

条件3 平成26年3月25日 無 無 無 取止め 0 0

制105 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

個別音聴調査　181戸

感知巡回調査　200箇所

路面音聴調査　3.0㎞　　漏水確認調査　15.0㎞

水道テクニカ

ルサービス㈱

㈱リクチ漏水

調査

フジ地中情報

㈱静岡営業所

条件4 平成26年3月14日 無 無 無

㈱リクチ漏水

調査

1,522,500 72,500

制106 上下水道

農業集落排水マンホールポンプ保守点検業

務委託

田代

点検業務　1.0式　マンホールポンプ内部高圧洗浄

及び汲取り清掃　1.0式

潤滑油交換　1.0式　非常通報装置交換　1.0式

電磁接触器交換　1.0式

㈲エム・テック 電業社工事㈱ 条件5 平成26年1月31日 無 無 無 ㈲エム・テック 787,500 37,500

制107 建設 ヒューマンヒルズ調整池草刈業務委託 桑原 調整池除草工　A=5,300㎡ ㈱鈴紘建設 ㈲順建設 ㈲函南建設 条件6 平成25年12月6日 無 無 無 ㈱鈴紘建設 871,500 41,500

希108電 農林商工 誘導案内看板等整備工事 大土肥外

道路標識設置　11箇所

説明案内板　1箇所

㈱富士見園 ㈱興亜商事 ㈱フジライン

㈱日本ロード

ライン三島営

業所

条件7 平成26年2月28日 無 有 無

㈱日本ロード

ライン三島営

業所

15,750,000 750,000

希109電 管財 公共施設省エネ対策工事 上沢 照明器具設備工　1.0式 ㈱長沢電機 平井工業㈱ 条件8 平成26年1月30日 無 有 無 ㈱長沢電機 2,992,500 142,500

希110電 上下水道 宝蔵台畑毛汚水幹線第４工区工事 畑毛

施工延長　L=90.0m

小口径泥土圧式推進工鉄筋コンクリート管φ250

㎜　90.0m

鋼製ケーシング式土留工　1箇所

2号マンホール設置工　1箇所

㈲仁科組 ㈱渡辺工務店 ㈲函南建設 菅沼建設㈱ ㈱鈴紘建設 ㈲竹之内建設 加和太建設㈱ 山本建設㈱ 条件9 平成26年3月3日 無 有 無 ㈲仁科組 23,625,000 1,125,000

希111電 建設 （まち交）町道１－２号線道路改良工事 間宮

施工延長　L=103.9m

L型側溝工　L=102m　自由勾配側溝工　L=70m

車道舗装工　A=731㎡　歩道舗装工　A=399㎡

㈲竹之内建設 ㈱渡辺工務店 菅沼建設㈱ 条件10 平成26年3月20日 無 有 無 ㈲竹之内建設 27,510,000 1,310,000

希112総 建設 町道塚本2号線道路改良工事 塚本

施工延長　L=43.7m

L型擁壁工　L=43.7m

U字側溝工　L=43.7m

㈱水口建設 ㈲神尾建設 条件11 平成26年2月7日 無 有 無 ㈱水口建設 4,515,000 215,000

希113総 上下水道 汚水4134～4144枝線工事 平井

施工延長　L=65.0m

φ200㎜硬質塩化ビニール管布設工　L=62.73m

1号マンホール設置工　2箇所　小口径塩ビマンホール

設置工　1箇所

公設汚水桝設置工　10箇所　舗装復旧工　A=108㎡

㈱水口建設 ㈱渡辺工務店 ㈲神尾建設 条件12 平成26年1月31日 無 有 無 ㈲神尾建設 6,720,000 320,000

※入札番号 14　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。

※入札番号 希112総及び希113総　特記事項　(1)　落札方法は、総合評価落札方式（簡易型Ⅱ）とする。

条件1 (1)　物品調達等　(2)　事務用品（パソコン用品）　(3)　函南町、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　(4)　函南町に納入実績があり、納入後のメンテナンスについても実績のあるもの　(5)　点数要件なし

条件2 (1)　物品調達等　(2)　その他役務サービス（小中学校防塵剤散布業務）又は教育用品等（校庭用防塵剤）　(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があるもの　(4)　点数要件なし

条件3 (1)　物品調達等　(2)　その他役務サービス（各種計画、統計調査）　(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)　物品調達等　(2)　その他役務サービス（漏水調査業務）　(3)　函南町の入札参加資格のあるもの　(4)　平成22年度以降、漏水調査業務の受注実績があり、全国漏水協会の主任技師同等以上の技術資格を有するものが常駐していること　(5)　点数要件なし

条件5 (1)　電気　(2)　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　(3)　点数要件800点未満

条件6 (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)　点数要件なし

条件7 (1)　とび・土工・コンクリート　(2)　函南町、三島市、沼津市、富士市、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　(3)　平成20年度から平成24年度において道路標識設置または観光案内看板設置の受注実績があるもの　(4)　点数要件550点以上900点未満

条件8 (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があるもの　(3)　平成20年度から平成24年度において函南町発注の電気工事の受注実績があるもの　(4)　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があるもの　(3)　点数要件550点以上

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)　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があるもの　(3)　点数要件900点未満

入　　　札　　　参　　　加　　　者

平成25年10月2日

平成25年10月4・11日


