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制166 管財 飛散防止パネル購入 平井

飛散防止パネル　N=163枚　飛散防止パネ

ル(窓口用)　N=55枚　飛散防止パネル(横

仕切)　N=138枚

㈱スルガ ㈱インク 条件1 令和2年12月11日 無 無 無 ㈱スルガ 6,050,000 550,000

制167 健康づくり クリーンボックス購入 平井 クリーンボックス購入　6台 条件2 令和3年3月26日 無 無 無 取止め

制168 学校教育 函南町小中学校タブレット端末等購入 仁田外

タブレット端末　2,912台　端末携帯用バッグ

2,749個　ワイヤレスディスプレイアダプター

112台

㈱インク

㈱フュー

チャーイン静

岡支店

遠鉄システム

サービス㈱

条件3

議会の議決の日

の翌日から101日

間

無 無 無

㈱フュー

チャーイン静

岡支店

159,500,000 14,500,000

制169 学校教育 小中学校児童生徒用机椅子購入 平井外

児童用机(東小)　40台　児童用椅子(東小)

40脚　生徒用机(東中)　15台　生徒用椅子

(東中)　15脚

㈱インク 条件4 令和2年12月11日 無 無 無 ㈱インク 1,129,150 102,650

制170 生涯学習 函南町立図書館図書用消毒機購入 上沢 図書用消毒機　2台

㈱図書館流通

センター

条件5 令和3年2月26日 無 無 無

㈱図書館流通

センター

847,000 77,000

制171 上下水道 緊急遮断弁等点検業務委託 平井外

緊急遮断弁点検　第1浄水場　1基　第2浄水場　1基

第3浄水場　2基　新林配水池　1基　新桑原配水池　1

基　地震計点検　第1浄水場　1基　第2浄水場　1基　第

3浄水場　1基　新林配水池　1基　　新桑原配水池　1基

㈲エム・テック 条件6 令和3年1月15日 無 無 無 ㈲エム・テック 1,012,000 92,000

希172電 環境衛生 環境影響評価方法書点検業務委託 平井外

方法書点検　1.0式　点検結果とりまとめ

1.0式　意見書案作成補助　1.0式　打ち合

わせ協議　1.0式

㈱サイエンス

㈱環境アセス

メントセンター

条件7 令和3年3月31日 無 無 無

㈱環境アセス

メントセンター

2,090,000 190,000

希173電 建設 町道畑24号線外用地測量業務委託 畑外

調査業務　多角測量4+2点、復元測量13点

測量業務　面積測量2+1件、境界点測設3点

申請手続き業務　申請手続き1筆、不動産調

査報告書1筆

静岡コンサル

タント㈱函南

営業所

㈱建設コンサ

ルタントセン

ター沼津支店

㈱フジヤマ沼

津営業所

富士設計㈱ 条件8 令和3年2月1日 無 無 無

静岡コンサル

タント㈱函南

営業所

990,000 90,000

希174電 上下水道 下水道事業経営戦略策定業務委託 函南町内

・投資、財政計画の策定　基本情報の整理　投資、財

政収支予測　投資、財政収支予測財政計画の策定

・経営戦略プランの策定　様式の検討　経営戦略プラン

の策定

㈱日新技術コ

ンサルタント

静岡東部営業

所

条件9 令和3年3月19日 無 無 無 取止め

希175電 建設 新山橋耐震補強工事 丹那

縁端拡幅工　縁端拡幅（A1,A2橋台）　1.0式　水平力分担構

造設置工　連結部（A1橋台側）　2箇所　連結部（A2橋台側）

2箇所　下部工金具部（A1橋台側）　2箇所　下部工金具部

（A2橋台側）　2箇所　台座コンクリート　台座コンクリート工

1.0式　交通安全工　交通安全工　1.0式

㈲大塚土木 条件10 令和3年3月19日 有 有 無 ㈲大塚土木 13,200,000 1,200,000

希176電 建設 町道1-8号線道路改良工事 大土肥

施工延長　L=210m　掘削工　V=260㎥　路体盛土工　V=11㎥　路床盛土工

V=150㎥　舗装工(車道)　A=522㎡　（取付道路）　A=146㎡(歩道一般)

A=407㎡　(歩道乗入)　A=146㎡　場所打ち擁壁工　V=26㎥　カルバート工

L=9.0m　側溝工（L型）　L=205ｍ　（U型）　L=120ｍ　（可変）　L=4ｍ　暗渠工

L=24ｍ　集水桝工　13箇所　縁石工　L=11m　防護柵工　L=24m　区画線工

L=359m　構造物取壊し工　N=1式

㈱渡辺工務店 菅沼建設㈱ ㈱しょうじ建設 条件11 令和3年3月23日 有 有 無 ㈱渡辺工務店 38,830,000 3,530,000

希177電 上下水道

フジタウン第1ポンプ場送水ポンプ外改修工

事

畑毛

水中渦巻ポンプ更新　2台　φ40×0.14㎥/min×

110ｍ×7.5ｋｗ　直結ブースターポンプ設置　φ25

×62L/min×56ｍ×1.1ｋｗ　急閉逆止弁更新　2台

50A×10K　仕切弁更新　2台　50A×10K

㈲エム・テック 条件12 令和3年3月19日 無 有 無 ㈲エム・テック 16,500,000 1,500,000

希178電 産業振興 牧場池護岸改修工事（その2） 畑

施工延長　L=16m　かごマット工　1.0式　防

護柵工　L=16m　仮設工　1.0式

㈲大塚土木 条件13 令和3年3月12日 無 有 無 ㈲大塚土木 7,436,000 676,000

希179電 産業振興 林道中尾線落石防止網設置工事 桑原

金網設置工　A=298㎡　岩盤用アンカー設

置工　15本

㈲大塚土木 ㈲竹之内建設 条件14 令和3年1月29日 無 有 無 ㈲竹之内建設 2,992,000 272,000

希180電 生涯学習 函南町文化センターオゾン脱臭機設置工事 上沢

オゾン脱臭機　9台　電気配線工　1.0式　棚

増設工　1.0式

㈱デンマル 条件15 令和2年12月18日 有 無 無 ㈱デンマル 2,145,000 195,000

入　　　札　　　参　　　加　　　者

令和2年9月15日

令和2年9月23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
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希181電 生涯学習 函南町体育館ルーフファン更新工事 仁田 ルーフファン撤去及び新設工　4基 ㈱デンマル 条件16 令和2年12月18日 有 無 無 ㈱デンマル 1,903,000 173,000

希182電 生涯学習

函南町農村環境改善センター空調機更新工

事(第3期)

丹那

機器設備工　空冷式パッケージエアコン　5台　配管設

備工　冷媒用断熱材被覆銅管(冷媒ガス)　50ｍ　冷媒

用銅管(冷媒液)　50ｍ　電気設備工　ケーブル（EM-

CE) 115m　漏電遮断機　5台　機器撤去　室外機撤去

2台　冷媒回収破壊処理　2台

条件17 令和2年12月25日 無 有 無 取止め

希183電 健康づくり 湯～トピアかんなみプール天井灯更新工事 柏谷 LED照明器具　8台　足場工　1.0式

㈱セイコー電

気工業函南営

業所

条件18 令和3年1月15日 無 無 無

㈱セイコー電

気工業函南営

業所

2,035,000 185,000

※入札番号 制168　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)　事務用品　(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のあるもの　(4)　点数要件なし

条件2 (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3 (1)　物品調達等　(2)　事務用品又は電気製品　(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)　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5 (1)　物品調達等　(2)　教育用品等　(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6 (1)　保守管理等　(2)　設備機器管理等又はその他役務サービス　(3)　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　(4)　点数要件なし

条件7 (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のあるもの　(3)　静岡県環境アセスメント協会に所属する事業所であること　(4)　点数要件なし

条件8 (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のあるもの　(3)　点数要件なし

条件9 (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のあるもの　(3)　点数要件なし

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のあるもの　(3)　点数要件550点以上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のあるもの　(3)　点数要件550点以上

条件12 (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のあるもの　(3)　点数要件なし

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のあるもの　(3)　点数要件900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のあるもの　(3)　点数要件700点未満

条件15 (1)　電気　(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のあるもの　(3)　点数要件800点未満

条件16 (1)　電気　(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のあるもの　(3)　点数要件800点未満

条件17 (1)　電気又は管　(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のあるもの　(3)　点数要件電気800点未満、管500点未満

条件18 (1)　電気　(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のあるもの　(3)　点数要件800点未満

※入札番号制167、希182電は入札参加者なしによる取止め、希174電は辞退による取止め


