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番号
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金
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払
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（円）

1 健康づくり 健康づくり教室等業務委託 平井外

1開催教室名①火曜体操教室②からだすっきり教室③

健康ウォーキング④その他運動指導

2開催場所　函南町体育館(全面)、保健福祉センター等

3実施予定回数①②全120回③1回④1回

㈱フクシ・エン

タープライズ

㈱スポーツプ

ラザ報徳

東海体育指導

㈱

㈲コムネット 令和3年3月26日 無 無 無 取止め

制1 管財 庁用車リースその１ 平井 軽ワンボックス車　3台 条件1 令和7年5月31日 無 無 有 取止め

制2 管財 庁用車リースその3 平井 軽ワンボックス車　3台 条件2 令和7年6月30日 無 無 有 取止め

制3 福祉 寝たきり老人用紙おむつ購入 平井 寝たきり老人用紙おむつ購入　1.0式

㈱光洋‐ディス

パース

条件3 令和3年3月31日 無 無 無

㈱光洋‐ディス

パース

4,387,020 398,820

制4 議会事務局 議会だよりかんなみ印刷製本業務 平井

議会だよりかんなみ

サイズ　A4仕上がり、16ページ

冊数:11,500冊×4回

アサダ印刷㈱

函南営業所

条件4 令和3年2月15日 無 無 無

アサダ印刷㈱

函南営業所

1.77 0.16

制5 環境衛生 環境衛生消毒薬剤購入 平井外

薬剤購入　1.0式(乳剤、油剤、粒剤、発泡

錠)

㈱カツマタ 条件5 令和2年5月31日 無 無 無 ㈱カツマタ 1,260,556 114,596

制6 健康づくり フッ素洗口液調合・配布業務委託 町内

実施個所　町内14箇所

実施回数　年間35回

㈱カツマタ 条件6 令和3年3月12日 無 無 無 ㈱カツマタ 2,117,500 192,500

制7 学校教育 小学校教師用デジタル教科書購入 仁田外 教師用デジタル教科書　1.0式 条件7 令和2年4月24日 無 無 無 取止め

制8 管財 自家用電気工作物保安管理業務委託 平井外

自家用電気工作物保安管理業務　1.0式

函南町立函南中学校外32施設

㈱静岡ケイテ

クノ

条件8 令和3年3月31日 無 無 無

㈱静岡ケイテ

クノ

5,965,080 542,280

制9 上下水道

田代地区農業集落排水処理施設保守点検

及び水質調査業務委託

田代

水質検査　1.0式

施設保守点検　1.0式

伊豆総業㈱ 条件9 令和3年3月31日 無 無 無 伊豆総業㈱ 1,265,000 115,000

制10 上下水道 汚水マンホールポンプ保守点検業務委託 町内

点検業務　1.0式　マンホール内清掃工　1.0式　潤滑油

交換　1.0式　水位計交換　1.0式　PCBコントローラー交

換　1.0式　電磁接触器交換　1.0式　バッテリー交換

1.0式　安全費　1.0式　異常時点検清掃　1.0式　報告書

作成　1.0式

㈲エム・テック 条件10 令和3年3月26日 無 無 無 ㈲エム・テック 8,800,000 800,000

制11 環境衛生

函南町一般廃棄物最終処分場　汚水処理施

設管理業務委託

桑原 定期点検、水質分析　1.0式

㈱西原環境静

岡営業所

東海プラント

㈱

条件11 令和3年3月31日 無 無 無

東海プラント

㈱

1,087,900 98,900

制12 管財 都市公園等芝生管理等業務委託 桑原外

原生の森公園　草刈り　1.0式

柏谷公園　芝生管理（多目的広場）　1.0式

仁田さくら公園　芝生管理（多目的広場）　1.0式

㈱日進 ㈲岩城造園 条件12 令和3年3月19日 無 無 無 ㈱日進 5,225,000 475,000

制13 生涯学習 函南運動公園芝生管理・草刈等業務委託 平井

芝刈工　1.0式　除草剤散布(春季)　1.0式　除草剤散布(夏

季)　1.0式　除草剤散布(秋季)　1.0式　施肥工　1.0式　芝生

薬剤散布　1.0式　抜取除草工　1.0式　機械除草工Ⅰ　1.0式

機械除草工Ⅱ　1.0式　薬剤散布工　1.0式　樹木移植工　1.0

式

㈱日進 ㈲岩城造園 条件13 令和2年11月30日 無 無 無 ㈲岩城造園 8,195,000 745,000

制14 生涯学習 柏谷公園野球場芝生管理業務委託 柏谷

芝刈工　1.0式　除草剤散布(茎葉処理型)　1.0式

除草剤散布(土壌処理型)　1.0式　施肥　1.0式　薬

剤散布　1.0式　更新作業　1.0式　芝カス処分　1.0

式

㈱日進 ㈲岩城造園 条件14 令和3年3月15日 無 無 無 ㈱日進 2,805,000 255,000

制15 生涯学習 肥田簡易グランド保守管理業務委託 肥田 芝刈業務　1.0式 ㈱日進 ㈲岩城造園 条件15 令和2年12月7日 無 無 無 ㈱日進 1,386,000 126,000

制16 生涯学習 柏谷横穴群草刈整備業務委託 柏谷

草刈整備　1.0式

ツツジ他剪定　1.0式

㈱日進 ㈲岩城造園 条件16 令和2年9月30日 無 無 無 ㈱日進 1,639,000 149,000

制17 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　1.0式

トイレ清掃　1.0式

㈱日進 ㈲岩城造園 条件17 令和3年3月31日 無 無 無 ㈲岩城造園 638,000 58,000

希18電 環境衛生

函南町ごみ焼却場　ダイオキシン類等分析

検査業務委託

桑原

ごみ質分析　1.0式　除じん排水分析　1.0式　焼却残渣分析

1.0式　焼却残渣（溶出試験）　1.0式　飛灰（溶出試験）　1.0式

ばい煙測定　1.0式　作業環境中ダイオキシン類分析その1

1.0式　作業環境中ダイオキシン類分析その2　1.0式　ごみ焼

却施設ダイオキシン類分析　1.0式

東邦化工建設

㈱

㈱エコアップ

㈱環境計量セ

ンター

東海プラント

分析センター

㈱

条件18 令和3年3月31日 無 無 無

東邦化工建設

㈱

4,059,000 369,000

希19電 上下水道 建設資材価格特別調査業務委託 町内 資材価格特別調査　8品目 条件19 令和2年7月17日 無 無 無 取止め

希20電 上下水道 水質検査業務 仁田外 水質検査　1.0式

(一)静岡県生

活科学検査セ

ンター

㈱総合環境分

析静岡営業所

㈱エコアップ

㈱環境計量セ

ンター

東海プラント

分析センター

㈱

条件20 令和3年3月31日 無 無 有

㈱環境計量セ

ンター

10,890,000 990,000

希21電 建設

令和元年災　査定第110号　町道桑原(21)74

号線道路災害復旧工事

桑原

復旧延長　L=36.8m 土工　掘削工　V=230㎥ 床掘工

V=100㎥ 　法覆工　コンクリートブロック積工　A=179㎡

小口止工　N=6箇所　法面工　植生土のう工　A=60㎡

舗装工　A=30㎡　構造物取り壊し工　N=1.0式

㈱水口建設 ㈲大塚土木 ㈱しょうじ建設 条件21 令和2年8月31日 有 有 無 ㈱しょうじ建設 17,545,000 1,595,000

入　　　札　　　参　　　加　　　者

令和2年3月26日

令和2年4月1日現場説明実施日　

入札参加条件等審査委員会開催日　
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入　　　札　　　参　　　加　　　者

令和2年3月26日

令和2年4月1日現場説明実施日　

入札参加条件等審査委員会開催日　

希22電 建設

令和元年災　査定第112号　町道桑原(21)42

号線道路災害復旧工事

桑原

復旧延長　L=19.5m 道路土工　掘削工　V=220㎥  法面

工　植生工　A=70㎡　擁壁工　補強土壁工(ジオテキス

タイル工)　A=608㎡　壁面材組立・設置　A=89㎡　排水

物構造工　側溝工　L=4m 舗装工　A=72㎡

㈱渡辺工務店 ㈲函南建設 ㈱水口建設 ㈱鈴紘建設 条件22 令和2年8月31日 有 有 無 ㈱鈴紘建設 14,080,000 1,280,000

希23電 建設

令和元年災　査定第115号　町道田代25号

線道路災害復旧工事

田代

復旧延長　L=21m コンクリートブロック積工

A=87㎡　コンクリート舗装工 A=47㎡

㈱水口建設 ㈲順建設 条件23 令和2年8月31日 有 有 無 ㈲順建設 10,120,000 920,000

希24電 建設

令和元年災　査定第118号　町道2‐15号線

道路災害復旧工事(その3)

丹那

復旧延長　L=17.3m　かご工(0.8)　A=18㎡

かご工(1.0)　A=16㎡　植生シート工 A=90㎡

コンクリート縁石工　L=17ｍ

㈱水口建設 市川建設㈱ 条件24 令和2年8月31日 有 有 無 市川建設㈱ 3,520,000 320,000

希25電 建設

令和元年災　査定第121号　町道丹那49号

線道路災害復旧工事

平井

復旧延長　L=18.3m 掘削工　V=10㎥ 床掘工　V=20㎥ 構造

物取り壊し工(無筋)　V=9㎥　 構造物取り壊し工(有筋)　V=1

㎥　重力式擁壁工　L=18m U型側溝据付け工　L=12m　舗装

工　下層路盤工　A=19㎡　上層路盤工　A=19㎡　表層工

A=19㎡

㈱渡辺工務店 ㈱水口建設 ㈱鈴紘建設 条件25 令和2年8月31日 有 有 無 ㈱渡辺工務店 3,245,000 295,000

希26電 建設 八ツ溝川浚渫工事 上沢 施工延長　L=783.5m　浚渫工　V=280.0㎥ ㈲順建設 条件26 令和2年6月30日 無 無 無 ㈲順建設 2,816,000 256,000

希27電 建設 町道2‐8号線側溝敷設工事 仁田

排水物構造工　U型側溝据付工　L=15m　仮配管

据付工　L=23m　集水桝工　N=2箇所　構造物撤去

工　舗装版破砕工　A=15㎡　舗装工(As舗装)

A=14㎡　仮設工　N=1.0式

㈱水口建設 ㈲仁科組 条件27 令和2年7月31日 有 無 無 ㈲仁科組 1,881,000 171,000

※入札番号 制1、制2　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)　函南町の入札参加資格のあるもの　(4)　点数要件なし

条件2 (1)　物品調達等　(2)　その他(リース・レンタル)　(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3 (1)　物品調達等　(2)　医療・衛生　(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)　函南町、三島市、沼津市、伊豆の国市、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のあるもの　(4)　平成27年度から令和元年度において、静岡県内の自治体広報紙の元請としての納入実績のあるもの　(5)　点数要件なし

条件5 (1)　物品調達等　(2)　医療・衛生　(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のあるもの　(4)　点数要件なし

条件6 (1)　物品調達等　(2)　医療・衛生　(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のあるもの　(4)　点数要件なし

条件7 (1)　物品調達等　(2)　教育用品等　(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のあるもの　(4)　点数要件なし

条件8 (1)　保守管理等　(2)　設備機器管理等（電気設備保守）　(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のあるもの　(4)　点数要件なし

条件9 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス　(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のあるもの　(4)　点数要件なし

条件10 (1)　保守管理等　(2)　設備機器管理等　(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のあるもの　(4)　点数要件なし

条件11 (1)　保守管理等　(2)　設備機器管理等　(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のあるもの　(4)　点数要件なし

条件12 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス(草刈り)　(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のあるもの　(4)　点数要件なし

条件13 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス(草刈り)　(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のあるもの　(4)　点数要件なし

条件14 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス(草刈り)　(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のあるもの　(4)　点数要件なし

条件15 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス(草刈り)　(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のあるもの　(4)　点数要件なし

条件16 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス(草刈り)　(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のあるもの　(4)　点数要件なし

条件17 (1)　保守管理等　(2)　その他役務サービス(草刈り)　(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のあるもの　(4)　点数要件なし

条件18 (1)　計量証明事業者　(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のあるもの　(3)　点数要件なし

条件19 (1)　建設コンサルタント　(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20 (1)　計量証明事業者　(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のあるもの　(3)　点数要件なし

条件21 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、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のあるもの　(3)　点数要件なし

条件22 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、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のあるもの　(3)　点数要件なし

条件23 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、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のあるもの　(3)　点数要件なし

条件24 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、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のあるもの　(3)　点数要件なし

条件25 (1)　土木一式　(2)　函南町、三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、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のあるもの　(3)　点数要件なし

条件26 (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のあるもの　(3)　点数要件700点未満

条件27 (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のあるもの　(3)　点数要件700点未満

※入札番号1は事業見直しによる取止め、制1、制2、制7、希19電は入札参加者なしによる取止め


