
入札結果一覧表 平成 28年度         

発注状況    平成 28 年７月 21 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 

2016000068 

平成 28 年度長泉町

道路台帳加除及び測

量業務 

町内全域 

㈱東日 

沼津市大岡 2240-16 

法人番号 8080101001262 

平成 28 年７月 27 日 5,616,000 
平成 28 年７月 28 日から 

平成 29 年３月 17 日まで 

路線延長 3.km･橋梁台帳 1.0 箇所 

交差台帳 49 箇所･システムインス

トール３回地形データ変換 

    

2016000075 

平成 28 年度 長泉

なめり駅西口自転車

駐車場等防犯カメラ

システム設置工事 

納米里地内 

富士見電機㈱ 

長泉町下長窪 

法人番号 8080101006179 

平成 28 年７月 27 日 8,208,000 
平成 28 年７月 28 日から 

平成 28 年 11 月 30 日まで 

防犯カメラ撤去新設･無線通信装

置取付け・記録装置撤去新設 

    

2016000076 

平成 28 年度 長泉

町公共下水道事業 

町単独 第３工区 

下土狩地内 

㈲山田土建 

長泉町下土狩 378-20 

法人番号 8080102011921 

平成 28 年７月 27 日 4,860,000 
平成 28 年７月 28 日から 

平成 28 年 12 月 16 日まで 

路線延長 L=48.00m 

管布設工･マンホール設置工･汚水

枡設置工･取付管布設工等 

    

2016000077 

平成 28 年度 長泉

町公共下水道事業 

第２工区 

下土狩地内 

㈱関建業 

長泉町南一色 459 

法人番号 8080101005800 

平成 28 年７月 27 日 10,260,000 
平成 28 年７月 28 日から 

平成 28 年 12 月 16 日まで 

路線延長 L=107.00m 

管布設工･マンホール設置工･汚水

枡設置工･取付管布設工等 

    

企財第７号 

平成 28 年７月 21 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 

2016000079 

平成 28 年度 長泉

町文化センター空調

熱源改修工事 

中土狩地内 

日管㈱長泉営業所 

長泉町下土狩 110-1 

法人番号 5080401003861 

平成 28 年９月５日 77,976,000 
平成 28 年９月６日から 

平成 29 年３月 24 日まで 

冷温水発生機１台、冷却塔１台、

冷却水,冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ６台改修他 

    

2016000080 

平成 28 年度 空缶

処理施設屋根及び一

部外壁の修繕 

東野地内 

㈱尾崎建設 

長泉町南一色 417-1 

法人番号 9080101005428 

平成 28 年７月 27 日 2,683,800 
平成 28 年７月 28 日から 

平成 28 年９月 30 日まで 

資源物ストックヤード内空缶処理

施設修繕･屋根及び外壁張替修繕 

    

2016000081 
平成 28 年度 大い

ちょう通り改良工事 
下土狩地内 

㈱関建業 

長泉町南一色 459 

法人番号 8080101005800 

平成 28 年８月 18 日 42,260,400 
平成 28 年８月 19 日から 

平成 28 年 11 月 30 日まで 

工事延長 L=116.8ｍ 

排水構造物工、舗装工他 

    

2016000083 

平成 28 年度 長泉

町公共下水道事業 

第１工区 

下土狩地内 

㈱関建業 

長泉町南一色 459 

法人番号 8080101005800 

平成 28 年７月 27 日 14,040,000 
平成 28 年７月 28 日から 

平成 28 年 11 月 30 日まで 

路線延長 L=19.00+12.50=31.50m 

管渠延長 L=16.80+10.30 

=27.10m(SPφ500-VUφ350) 

    

2016000084 

平成 28 年度 長泉

町公共下水道事業 

第３工区 

下土狩地内 

関道建設㈱ 

長泉町下土狩 1092-26 

法人番号 5080101005803 

平成 28 年７月 27 日 31,179,600 
平成 28 年７月 28 日から 

平成 29 年１月 31 日まで 

路線延長 L=83.50m 

管渠延長 L=82.30m(HPφ350) 

    

2016000086 

平成 28 年度 長泉

町北部地域幹線道路

及び準用河川藤生川

整備検討業務 

下長窪地内 

㈱東日 

沼津市大岡 2240-16 

法人番号 8080101001262 

平成 28 年７月 27 日 4,212,000 
平成 28 年７月 28 日から 

平成 29 年３月 17 日まで 

北部地域幹線道路整備検討業務  

準用河川藤生川整備検討業務 

    



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 

2016000087 

平成 28 年度 長泉

町無電柱化事業基本

調査業務 

町内全域 

㈱地域まちづくり研究所 

静岡市葵区水落町 5－5 

法人番号 7080001003351 

平成 28 年７月 27 日 2,808,000 
平成 28 年７月 28 日から 

平成 29 年３月 17 日まで 
長泉町無電柱化事業基本調査 

    

2016000088 

平成 28 年度 御嶽

堂公園テニスコート

シェルター設置工事 

下土狩地内 

㈲山好建設 

長泉町下土狩 1382 

法人番号 8080102011888 

平成 28 年７月 27 日 3,024,000 
平成 28 年７月 28 日から 

平成 28 年 10 月 31 日まで 

シェルター設置工･土工･人工芝撤

去及び復旧･人工芝養生 

    

2016000511 

平成 28 年度 町道

275 号線配水管布設

工事 

上土狩地内 
大嶋設備工業 

長泉町下土狩 417-3 

平成 28 年７月 27 日 2,862,000 
平成 28 年７月 28 日から 

平成 28 年９月 15 日まで 

水道配水用ポリエチレン管 

作動確認付排気弁･ヤノ T 字管 VK

型･サドル分水栓設置 

    

2016000512 

平成 28 年度 (主)

大岡元長窪線他 3 路

線配水管実施設計業

務委託 

南一色･下

土狩地内 

㈱NJS 静岡事務所 

静岡市葵区両替町 2-4-15 

法人番号 2030001114091 

平成 28 年７月 27 日 3,196,800 
平成 28 年７月 28 日から 

平成 29 年２月 28 日まで 

小口径(呼び径 350 ㎜以下) 新設

詳細設計 L=570ｍ 

    

    

    

    

    

    

    

 


