
平成26年5月20日執行 入札一覧表

 

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）

1 学校教育 函南中学校給食棟増築工事 仁田

中学校（給食調理場・食堂）

鉄骨造　2階建て（増築部平屋建て）

増築面積　16.20㎡

㈲田口建設 ㈱小川建設 ㈱水口建設 ㈲大隅建設 ㈲小田切建創 ㈲杉村工務店 ㈲増島建工 ― 平成26年8月29日 無 有 無 不調 0 0

制33 税務 平成26年度滞納管理システム更新事業 平井

滞納管理システム更新　1.0式

滞納管理システム月額パッケージ保守　1.0

式

富士通リース

㈱静岡支店

条件1 平成31年5月31日 無 無 有 取止め 0 0

制34 福祉 寝たきり老人用紙おむつ購入 平井 紙おむつ購入156,000枚　1.0式 ㈱光洋 条件2 平成27年3月31日 無 無 有 取止め 0 0

制35 環境衛生 バグフィルター用　ろ布購入 桑原

バグフィルター用　ろ布

164φ×5500　300本

条件3 平成26年8月31日 無 無 無 取止め 0 0

制36 上下水道 上水道・下水道使用料納入通知書外印刷 平井

使用料納入通知書(口座振替)　17,000セット

使用料納入通知書　30,000セット

使用料督促状　15,000セット

使用料催告状　26,000セット

トッパン・

フォームズ㈱

小林クリエイト

㈱静岡営業所

アサダ印刷㈱ 条件4 平成26年6月30日 無 無 無

トッパン・

フォームズ㈱

719,280 53,280

制37 学校教育 小・中学校一般備品購入 仁田外 小・中学校一般備品　1.0式 条件5 平成26年7月31日 無 無 無 取止め 0 0

制38 学校教育 小・中学校給食用備品購入 仁田外

函南小学校　1.0式　東小学校　1.0式

西小学校　1.0式

函南中学校　1.0式　東中学校　1.0式

北沢産業㈱三

島営業所

東静調理機㈱ 条件6 平成26年8月20日 無 無 無

北沢産業㈱三

島営業所

7,722,000 572,000

制39 学校教育 函南中学校給食用消耗品の購入 仁田 函南中学校給食用消耗品　1.0式 東静調理機㈱

北沢産業㈱三

島営業所

条件7 平成26年8月20日 無 無 無 東静調理機㈱ 1,157,806 85,763

制40 学校教育 小・中学校、幼稚園給食用消耗品購入 仁田外

函南小学校　1.0式　丹那小学校　1.0式

桑村小学校　1.0式　東小学校　1.0式

西小学校　1.0式　函南中学校　1.0式

丹那幼稚園　1.0式　二葉幼稚園　1.0式

東静調理機㈱

北沢産業㈱三

島営業所

条件8 平成26年8月22日 無 無 無 東静調理機㈱ 1,617,381 119,806

制41 環境衛生 函南町ごみ焼却場電気設備点検業務委託 桑原

受変電設備点検　1.0式　電力変換設備点検　1.0式　負

荷設備点検　1.0式　非常用発電機設備点検　1.0式　焼

却機械設備付随盤点検　1.0式　リサイクルプラザ設備点

検　1.0式　建築附帯設備点検　1.0式

㈲エム・テック 平井工業㈱ 条件9 平成26年12月19日 無 無 無 平井工業㈱ 8,856,000 656,000

制42 生涯学習 史跡箱根旧街道整備作業業務委託 桑原 旧街道整備作業　1.0式 ㈱鈴紘建設 ㈱日進 ㈲大塚土木 条件10 平成26年12月26日 無 無 有 ㈱日進 788,400 58,400

制43 生涯学習 函南中学校プール施設管理業務委託 仁田

監視業務　1.0式

受付管理業務　1.0式

安全管理業務　1.0式

開場前清掃業務　1.0式

共栄施設管理

㈱

㈱カンザイ 条件11 平成26年8月29日 無 無 無 ㈱カンザイ 2,613,600 193,600

制44 管財 函南運動公園芝生管理・草刈等業務委託 平井

芝生管理　5,200㎡

人力除草　1,500㎡

機械刈取　7,500㎡

竹林整備　500㎡

㈱日進 ㈲岩城造園 条件12 平成27年3月31日 無 無 有 ㈲岩城造園 5,076,000 376,000

希45 生涯学習 函南町文化センター屋上防水改修工事 上沢 屋上防水改修工　322㎡ 小野建設㈱ 駿豆建設㈱ ㈱シズコン 条件13 平成26年8月29日 無 有 無 小野建設㈱ 4,212,000 312,000

希46 健康づくり

湯～トピアかんなみ空調室外機インバータ圧

縮機交換工事

柏谷

インバーター圧縮機交換

圧縮機　6台　部品交換　6台

冷媒ガス回収及び破壊　6台

新規冷媒ガス封入等　6台

㈲エム・テック 条件14 平成26年7月31日 無 無 無 取止め 0 0

希47 環境衛生 こだま苑機器整備工事 平井

水中エアレーター分解整備工　1.0式　消泡機分解整備

工　1.0式　成熟槽ポンプ整備工　1.0式　電気設備整備

工　1.0式　成熟槽換気塔用支線整備工　1.0式　調整ポ

ンプ引上げ装置整備工　1.0式　固液分離機し尿戻り配

管整備工　1.0式

㈲エム・テック 条件15 平成26年12月19日 無 有 無 取止め 0 0

希48電 都市計画 まちづくり交付金事後評価業務委託 仁田外

事後評価方法書の作成・事業成果の評価　1.0式　町民アンケート調

査・実施過程の調査　1.0式　効果発現要因の整理　1.0式　今後のまち

づくり方策の作成　1.0式　事後評価原案の作成・公表用資料の作成

1.0式　評価結果のまとめ　1.0式　庁内検討会議の運営補助　1.0式

評価委員会の運営　1.0式　打合せ協議　1.0式

㈱フジヤマ沼

津営業所

昭和㈱静岡支

社

条件16 平成27年3月20日 無 無 無

昭和㈱静岡支

社

3,402,000 252,000

希49電 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　1.0式　台帳図作成　1.93㎞

調書作成　1.93㎞　既成図CAD化　1.0㎢

打合せ協議　1.0式　占用平面トレース　0.5㎞

県道占用調書作成　0.5㎞　オフセット測量　40箇所

㈱東日函南営

業所

静岡コンサル

タント㈱函南

営業所

東和設計㈱ 条件17 平成26年9月12日 無 無 無 東和設計㈱ 2,808,000 208,000

希50電 学校教育 東中学校すべり出し窓改修工事 柏谷 すべり出し窓改修工　1.0式 ㈱小川建設 ㈱水口建設 ㈲杉村工務店 条件18 平成26年8月29日 無 無 無 ㈱小川建設 2,246,400 166,400

希51電 学校教育 東中学校灯油タンク撤去工事 柏谷 灯油タンク撤去工　1.0式 ㈱小川建設 ㈲杉村工務店 ㈲大隅建設 条件19 平成26年8月29日 無 無 無 ㈲大隅建設 1,285,200 95,200

希52電 生涯学習 ふれあいセンター屋根改修工事 仁田 診察室、和室屋根改修工　1.0式 ㈱小川建設 ㈲杉村工務店 ㈲小田切建創 条件20 平成26年8月31日 無 無 無 ㈲小田切建創 1,725,840 127,840

※入札番号 制33　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（コンピュータ機器のリース・レンタル）　(3)　静岡県、神奈川県、愛知県、三重県、岐阜県、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るもの　(4)　点数要件なし

条件2 (1)　物品調達等　(2)　函南町の入札参加資格のあるもの　(3)　点数要件なし

条件3 (1)　物品調達等　(2)　機械器具（焼却施設機械器具）又はその他（焼却施設物品等）　(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)　物品調達等　(2)　印刷製本　(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5 (1)　物品調達等　(2)　事務用品又は教育用品等　(3)　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　(4)　点数要件なし

条件6 (1)　物品調達等　(2)　家具・厨房類（厨房用品・厨房機器）　(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7 (1)　物品調達等　(2)　家具・厨房類（厨房用品・厨房機器）　(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8 (1)　物品調達等　(2)　家具・厨房類（厨房用品）　(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があるもの　(4)　点数要件なし

条件9 (1)　保守管理等　(2)　設備機器管理等又は環境衛生管理等　(3)　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　(4)　点数要件なし

条件10 (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)　点数要件なし

条件11 (1)　保守管理等　(2)　設備機器管理等及び環境衛生管理等　(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12 (1)　造園　(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13 (1)　防水　(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14 (1)　機械器具設置　(2)　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　(3)　点数要件なし

条件15 (1)　電気及び機械器具設置　(2)　函南町、三島市、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)　点数要件800点未満

条件16 (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)　静岡県内でまちづくり交付金事業における都市再生整備計画の事後評価業務受注実績があるもの　(4)　点数要件なし

条件17 (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18 (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があるもの　(3)　点数要件600点未満

条件19 (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があるもの　(3)　点数要件600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があるもの　(3)　点数要件600点未満

平成26年4月30日

平成26年5月8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　


