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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
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払
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（円）
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（円）

25 福祉 函南町地域少子化対策強化事業業務委託 平井

少子化の現状の調査・分析　1.0式

アンケート調査　1.0式

ヒアリング調査　1.0式

先進地視察　1.0式

㈱ウイン

ディーネット

ワーク伊東支

社

㈱サーベイリ

サーチセン

ター静岡事務

所

第一法規㈱

㈱アイアール

エス

㈱中部綜合コ

ンサルタント沼

津営業所

― 平成27年3月31日 無 無 無 取止め 0 0

26 建設

大洞川放水路取水導水施設詳細設計業務

委託

上沢

樋門詳細設計　1.0式

取水・導水施設詳細設計　1.0式

水理検討　1.0式

中日本建設コ

ンサルタント㈱

静岡事務所

国際航業㈱静

岡支店

㈱ニュージェッ

ク静岡事務所

㈱エイト日本

技術開発静岡

事務所

三井共同建設

コンサルタント

㈱静岡営業所

― 平成27年3月20日 無 無 無

㈱ニュージェッ

ク静岡事務所

6,264,000 464,000

制114 学校教育 印刷機・複写機賃貸借 仁田外

印刷機　2台　東小学校、間宮幼稚園

複写機　5台　函南小学校、丹那小学校、東

小学校、西小学校、函南中学校

富士通リース

㈱静岡支店

日本教育情報

機器㈱

条件1 平成31年9月30日 無 無 有

富士通リース

㈱静岡支店

86,832 6,432

制115 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㎡ 条件2 平成26年11月28日 無 無 無 取止め 0 0

希116 建設 古川河道詳細設計及び地質調査業務委託 日守外

河道詳細設計　1.0式

地質調査・解析　1.0式

関係機関協議資料作成　1.0式

日本工営㈱静

岡事務所

㈱ニュージェッ

ク静岡事務所

条件3 平成27年3月20日 無 無 無

日本工営㈱静

岡事務所

17,258,400 1,278,400

希117 農林商工 排水機場電気設備修繕工事 日守外

電気設備修繕工

新田排水機場、塚本排水機場

落合排水機場、畑毛排水機場

稲妻排水機場、畑毛川島排水ポンプ場

明電ファシリ

ティサービス

㈱静岡支店

条件4 平成27年3月20日 無 有 無 取止め 0 0

希118電 上下水道

函南町特定環境保全公共下水道測量設計

業務委託

塚本

設計業務委託　管渠実施設計(開削工法)L=422m

マンホールポンプ場実施設計　1箇所

測量業務委託　4級基準点測量　3点　路線測量

L=422m　現地測量　A=0.574㎢

条件5 平成27年1月30日 無 無 無 中止 0 0

希119電 上下水道 函南町公共下水道測量設計業務委託 大竹外

設計業務委託　管渠実施設計(開削工

法)L=544m

測量業務委託　4級基準点測量　4点　路線

測量　L=544m　現地測量　A=0.593㎢

条件6 平成27年1月30日 無 無 無 中止 0 0

希120電 上下水道 町道間宮34号線配水管布設替工事(その2) 間宮

施行延長　L=84.0m

PEPφ100　L=82.0m

ソフトシール仕切弁φ100　1基　φ75　1基

給水切替　7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

㈲岩城ホーム

サービス

条件7 平成26年11月28日 無 有 無

㈲杉本ホーム

サービス

4,482,000 332,000

希121電 上下水道 汚水3067枝線工事 柏谷

施行延長　L=133.05m

φ200㎜硬質塩化ビニール管布設工　L=113.93m

　小口径塩ビマンホール設置工　11箇所　公設汚水

ます設置工　7箇所　舗装復旧工　A=10㎡

㈱渡辺工務店 ㈲神尾建設 ㈱水口建設 ㈱鈴紘建設 ㈲仁科組 ㈲順建設 条件8 平成27年2月27日 無 有 無 ㈲神尾建設 10,584,000 784,000

希122電 建設 (まち交)町道間宮49号線舗装工事 間宮

施工延長　L=94.4m

土工　1.0式　舗装版撤去工　1.0式

舗装工　A=505.31㎡　区画線工　1.0式

㈲函南建設 ㈲サンワ建工 条件9 平成27年2月27日 無 有 無 ㈲函南建設 5,616,000 416,000

希123電 建設 (まち交)町道間宮34号線舗装工事 間宮

A工区　施工延長　L=125.3m

土工　1.0式　舗装版撤去工　1.0式

舗装工　A=535.27㎡　区画線工　1.0式

B工区　施工延長　L=48.9m

土工　1.0式　舗装版撤去工　1.0式

舗装工　A=194.9㎡　区画線工　1.0式

㈲函南建設 ㈱水口建設 ㈲サンワ建工 条件10 平成27年2月27日 無 有 無 ㈱水口建設 8,370,000 620,000

希124電 建設 (まち交)町道仁田27号線舗装工事 仁田

施工延長　L=313.0m

土工　V=210㎥　舗装工　A=1,400㎡

区画線工　1.0式　構造物撤去工　1.0式

㈲函南建設 ㈲サンワ建工 ㈲竹之内建設 ㈲順建設 条件11 平成27年3月10日 無 有 無 ㈲函南建設 15,660,000 1,160,000

希125電 建設 (まち交)町道1-1・2-3号線道路舗装工事 肥田

施工延長　L=187.1m

排水性舗装工　A=1,655.25㎡

区画線工　1.0式

㈲函南建設 ㈱水口建設 平井工業㈱ ㈲サンワ建工 条件12 平成27年2月13日 無 有 無 ㈱水口建設 19,764,000 1,464,000

希126電 建設 (まち交)町道1-8号線舗装工事 仁田

施工延長　L=314.0m

排水性舗装工　A=1,930.48㎡

区画線工　1.0式　構造物撤去工　1.0式

㈱渡辺工務店 ㈲函南建設 菅沼建設㈱ ㈲サンワ建工 ㈲竹之内建設 土屋建設㈱ 加和太建設㈱ 条件13 平成27年2月27日 無 有 無 菅沼建設㈱ 30,456,000 2,256,000

希127電 建設

(まち交)都市計画道路八ツ溝仁田線道路改

良工事

仁田

施工延長　L=101.2m

車道舗装工　A=709㎡　歩道舗装工　A=513㎡

L型側溝工　L=158m　PU側溝工　L=93m

自由勾配側溝工　L=71m

㈱渡辺工務店 ㈲函南建設 ㈲神尾建設 菅沼建設㈱ ㈱水口建設 ㈱鈴紘建設 ㈲仁科組 ㈲竹之内建設 条件14 平成27年3月13日 無 有 無 ㈱鈴紘建設 25,920,000 1,920,000

希128電 建設 (まち交)町道仁田40号線道路改良工事 仁田

施工延長　L=80.4m

道路土工　1.0式　函渠工Ｌ＝80ｍ

排水構造物工　L=68m　舗装工　A=535㎡

防護柵工　L=66m　区画線工　L=161m

構造物撤去工　1.0式　仮設工　1.0式

㈱渡辺工務店 ㈲函南建設 菅沼建設㈱ ㈱水口建設 ㈱鈴紘建設 ㈲仁科組 ㈲竹之内建設 条件15 平成27年3月16日 無 有 無 ㈱渡辺工務店 38,016,000 2,816,000

※入札番号 制114　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)　リース・レンタル　(3)　静岡県、神奈川県、東京都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)　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3 (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)　静岡県内において豪雨災害対策アクションプランに係る計画または検討業務の受注実績があるもの　(4)　点数要件なし

条件4 (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5 (1)　建設コンサルタント　(2)　函南町、三島市、沼津市、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)　点数要件なし

条件6 (1)　建設コンサルタント　(2)　函南町、三島市、沼津市、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)　点数要件なし

条件7 (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550点以上900点未満

条件9 (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900点未満

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550点以上900点未満

条件12 (1)　土木一式　(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550点以上900点未満

条件13 (1)　土木一式　(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550点以上

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があるもの　(3)　点数要件550点以上

平成26年9月2日

平成26年9月11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　


