
入札結果一覧表 平成 28年度         

発注状況    平成 28 年７月７日 入札執行 

入札番号 件  名 
履行 

箇所 

契約者 

住 所 

当初契約日 当初契約額 当初履行期間 工事概要 

変更契約日 変更契約額 変更後履行期間 変更理由・変更概要 

2016000064 

平成 28 年度 町立

南幼稚園２階トイレ

改修工事 

竹原地内 

㈲山勝建設 

長泉町元長窪 808-1 

法人番号 9080102011895 

平成 28 年７月 13 日 2,970,000 
平成 28 年７月 14 日から 

平成 28 年９月 30 日まで 

２階トイレ便器取替え５組に係る

建築、電気設備工事 

    

2016000065 

平成 28 年度 長泉

町学校給食センター

プレハブ冷凍機器改

修工事 

南一色地内 

㈱フジモト長泉支店 

長泉町下土狩 938-1 

法人番号 1080101004445 

平成 28 年７月 13 日 3,888,000 
平成 28 年７月 14 日から 

平成 28 年９月 16 日まで 

野菜検収室ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍機改修   

肉･魚下処理室ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍機改修 

    

2016000066 

平成 28 年度 町立

小学校（三校）電子

黒板設置工事 

中土狩・竹

原・下長窪

地内 

大東電機㈱ 

長泉町納米里 396-5 

法人番号 6080101005851 

平成 28 年７月 13 日 11,620,800 
平成 28 年７月 14 日から 

平成 28 年９月 16 日まで 

電子黒板設置工事 

 長泉小学校６基・南小学校６基 

 北小学校 10 基 

    

2016000067 

平成 28 年度 町立

中学校（二校）電子

黒板設置工事 

下土狩・納

米里地内 

大野電機工業㈱ 

三島市南二日町 24－27 

法人番号 2080101005418 

平成 28 年７月 13 日 11,102,400 
平成 28 年７月 14 日から 

平成 28 年９月 16 日まで 

電子黒板設置工事 

 長泉中学校 15 基･北中学校６基 

    

 

企財第６号 

平成 28 年７月７日 



入札番号 件  名 
履行 

箇所 

契約者 

住 所 

当初契約日 当初契約額 当初履行期間 工事概要 

変更契約日 変更契約額 変更後履行期間 変更理由・変更概要 

2016000069 

平成 28 年度 南部

地区センター第１駐

車場舗装工事 

竹原地内 

㈲小嶋建設 

長泉町下長窪 728-19 

法人番号 4080102010167 

平成 28 年７月 13 日 3,326,400 
平成 28 年７月 14 日から 

平成 29 年９月 30 日まで 

舗装工･構造物撤去工区画線工･道

路付属施設工 

    

2016000070 

平成 28 年度 長泉

町一般廃棄物最終処

分場廃止に伴う測量

等業務委託 

東野地内 

㈱東日 

沼津市大岡 2240-16 

法人番号 8080101001262 

平成 28 年７月 13 日 11,664,000 
平成 28 年７月 14 日から 

平成 29 年３月 10 日まで 

基準点測量・現地測量・用地測量 

路線測量・地下排水管の限界土圧

の計算・覆土量の計算 

    

2016000071 

平成 28 年度 町道

上長窪元長窪線舗装

工事 

上長窪・元

長窪地内 

丸勇建設㈱ 

長泉町下土狩 398-11 

法人番号 1080101006251 

平成 28 年７月 13 日 19,418,400 
平成 28 年７月 14 日から 

平成 28 年 10 月 31 日まで 

舗装工･構造物撤去工･土工･区画

線工･道路付属施設工 

    

2016000072 

平成 28 年度 長泉

町学校給食センター

物品保管庫等新築工

事 

南一色地内 

㈲山勝建設 

長泉町元長窪 808-1 

法人番号 9080102011895 

平成 28 年７月 13 日 3,639,600 
平成 28 年７月 14 日から 

平成 28 年 10 月 14 日まで 

物品保管庫新築工事 

車庫新築工事 

    

2016000508 

平成 28 年度 町道

124 号線配水管改良

工事 

下土狩地内 
大嶋設備工業 

長泉町下土狩 417-3 

平成 28 年７月 13 日 6,156,000 
平成 28 年７月 14 日から 

平成 28 年 11 月 30 日まで 

水道配水用ポリエチレン管･排泥

弁･サドル分水栓設置 

    

2016000509 
平成 28年度 納米里

地内配水管布設工事 
納米里地内 

㈲山一建設 

長泉町納米里 263-2 

法人番号 2080102011885 

平成 28 年７月 13 日 1,274,400 
平成 28 年７月 14 日から 

平成 28 年８月 31 日まで 

水道配水用ポリエチレン管･作動

確認付排気弁･サドル分水栓設置  

    

 


