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制166 学校教育 中学校印刷機賃貸借 仁田 印刷機　函南中学校　1台

日本教育情報

機器㈱

富士通リース

㈱静岡支店

条件1 平成31年12月31日 無 無 有

日本教育情報

機器㈱

62,370 4,620

希167 生涯学習 函南運動公園防犯カメラ設置工事 平井 防犯カメラ設置工　1.0式 条件2 平成27年2月20日 無 無 無 取止め 0 0

希168 環境衛生

函南町ごみ焼却場直流電源装置他蓄電池交

換工事

桑原

直流電源装置蓄電池交換工　1.0式

無停電電源装置蓄電池交換工　1.0式

平井工業㈱ ㈱ダイナナ ㈱長沢電機

小林電気工業

㈱

条件3 平成27年3月27日 無 有 無 平井工業㈱ 11,340,000 840,000

希169電 上下水道 函南町上水道事業管網計算業務委託 町内 函南町上水道事業管網計算業務　1.0式

㈱蓮池設計伊

豆営業所

㈱中部綜合コ

ンサルタント沼

津営業所

㈱日本地理コ

ンサルタント

㈱白岩設計御

殿場支店

㈱大場上下水

道設計沼津営

業所

条件4 平成27年3月20日 無 無 無

㈱大場上下水

道設計沼津営

業所

6,264,000 464,000

希170電 建設

平成26年度函南町道路台帳更新作業業務

委託

仁田外

新規認定に伴う更新作業(1/500)　1.0式

道路改良更新作業(1/500、1/1000)　1.0式

路線網検索システムデーター更新　1.0式

地番図データ取り込み　1.0式

㈱東日函南営

業所

㈱パスコ静岡

支店

㈱フジヤマ沼

津営業所

不二総合コン

サルタント㈱

富士支店

条件5 平成27年3月24日 無 無 無

㈱パスコ静岡

支店

8,370,000 620,000

希171電 農林商工 塚本排水機場場内整備工事 塚本

場内整備工

土工　1.0式

舗装工　A=255㎡

構造物取壊工　1.0式

㈱水口建設 ㈲大塚土木 ㈲竹之内建設 条件6 平成27年2月27日 無 無 無 ㈱水口建設 1,728,000 128,000

希172電 生涯学習 丹那断層公園石積改修工事 畑

土工　1.0式

構造物取壊工　1.0式

ブロック据付工　1.0式

㈲大塚土木 ㈲神尾建設 ㈲岩城造園 条件7 平成27年3月20日 無 無 無 ㈲大塚土木 1,738,800 128,800

希173電 上下水道 汚水4709枝線工事 柏谷

施行延長　L=27.3m

φ200㎜硬質塩化ビニール管布設工　L=26.23m

　小口径塩ビマンホール設置工　2箇所　公設汚水

ます設置工　2箇所　舗装復旧工　A=72㎡

㈲神尾建設 ㈲竹之内建設 ㈲順建設 条件8 平成27年2月20日 無 無 無 ㈲順建設 2,322,000 172,000

希174電 上下水道 第2浄水場№1・3ろ過池表洗弁更新工事 桑原

電動バタフライ弁(更新)　1台

自動空気抜弁(表洗ポンプ用更新)　1台

自動空気抜弁(逆洗ポンプ用更新)　2台

配管塗装　1.0式　試運転調整　1.0式

条件9 平成27年3月27日 無 有 無 取止め 0 0

希175電 上下水道 町道仁田40号線配水管切廻し工事 仁田

配水管切廻し　1カ所

不断水ストッパー(SP80A)　2基

給水切替　1件

岡田設備工業

㈱

㈲杉本ホーム

サービス

㈲仁科組

㈲石井水道工

業

㈲石川設備工

業

条件10 平成27年3月13日 無 無 無 ㈲仁科組 1,900,800 140,800

希176電 上下水道 県道原木・沼津線配水管布設替工事 日守

施工延長 L=160.0m

PEPφ100  L=148.0m　HIVPφ75 L=12.0m

地下式空気弁付消火栓 1基

防火水槽切替　１基　給水切替 3件

岡田設備工業

㈱

㈲杉本ホーム

サービス

㈲仁科組

㈲石井水道工

業

㈲石川設備工

業

条件11 平成27年3月20日 無 有 無

㈲石川設備工

業

10,249,200 759,200

希177電 建設 町道1-1号線道路改良工事 肥田

施工延長 L=21.5m

U型側溝工　L=21.5m

見切擁壁工　L=21.5m

軽量ブロック工 L=16.7m　舗装工 A=95.0㎡

㈱水口建設 ㈲順建設 条件12 平成27年3月13日 無 無 無 ㈱水口建設 1,836,000 136,000

希178電 建設

(まち交)町道間宮35号線・仁田37号線舗装工

事

間宮

間宮35号線　施工延長　L=42.0m

構造物取壊工　1.0式　道路土工　1.0式

排水構造物工　1.0式　舗装工　A=157.0㎡

仁田37号線　施工延長　L=28.3m

グリーンベルト設置工　1.0式

条件13 平成27年3月30日 無 有 無 中止 0 0

希179電 建設 (まち交)町道仁田75号線舗装工事 仁田

施工延長 L=104.4m

土工　1.0式　舗装版撤去工　1.0式

舗装工　A=451.1㎡　区画線工　1.0式

㈲大塚土木 ㈱鈴紘建設 ㈲仁科組 ㈲サンワ建工 ㈲竹之内建設 ㈱水口建設

㈲石川設備工

業

条件14 平成27年3月27日 無 有 無 ㈲仁科組 5,346,000 396,000

希180電 建設 (まち交)町道塚本28号線舗装工事 間宮

施工延長　L=256.0m

土工　V=160.0㎥　舗装工　A=1090.0㎡

グリーンベルト設置工　1.0式

区画線工　1.0式　構造物取壊工　1.0式

㈱水口建設 ㈱鈴紘建設 ㈲仁科組 ㈲サンワ建工 ㈲竹之内建設 ㈲順建設 条件15 平成27年3月27日 無 有 無 ㈱鈴紘建設 12,204,000 904,000

※入札番号 制166　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)　静岡県、神奈川県、東京都内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もの　(4)　点数要件なし

条件2 (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)　点数要件800点未満

条件3 (1)　電気　(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があるもの　(3)　点数要件800点以上

条件4 (1)　建設コンサルタント　(2)　静岡県内に本店所在地があり、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　(3)　平成21年度から平成25年度に静岡県内において上水道事業における管網計算の受注実績があり、上水道及び工業用水道の技術士を有しているもの　(4)　点数要件なし

条件5 (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があるもの　(3)　平成21年度から平成25年度において、静岡県内の市町が発注した「デジタル化を含む道路台帳更新業務(路線台帳は含まない)」の受注実績があるもの　(4)　点数要件なし

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700点未満

条件7 (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があるもの　(3)　点数要件700点未満

条件9 (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があるもの　(3)　点数要件なし

条件10 (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があるもの　(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)　点数要件なし

条件11 (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があるもの　(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)　点数要件なし

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)　平成25年度において、函南町発注の道路改良工事の施工実績があるもの　(4)　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があるもの　(3)　点数要件700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があるもの　(3)　点数要件900点未満

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があるもの　(3)　点数要件550点以上900点未満

平成26年11月14日

平成26年11月25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　


