
入札結果一覧表 平成 28年度         

発注状況    平成 28 年 11 月 24 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 

2016000171 

平成 28 年度 町立中

学校（二校）ＬＡＮ改

修工事 

下土狩・納米

里地内 

NDS㈱静岡支店 

静岡市葵区川合 25-25 

法人番号 2180001039415 

平成 28 年 11 月 30 日 3,770,537 
平成 28 年 12 月１日から 

平成 29 年３月 17 日まで 

ＬＡＮネットワーク改修工事 

長泉中学校・北中学校 

    

2016000172 

平成 28 年度 町立小

学校（三校）ＬＡＮ改

修工事 

中土狩・竹

原・下長窪 

地内 

NDS㈱静岡支店 

静岡市葵区川合 25-25 

法人番号 2180001039415 

平成 28 年 11 月 30 日 6,804,150 
平成 28 年 12 月１日から 

平成 29 年３月 17 日まで 

ＬＡＮネットワーク改修工事 

長泉小学校・北小学校・南小学校 

    

2016000173 

平成 28 年度 長泉町

文化センター外壁及

び屋根改修工事設計

業務委託 

下土狩地内 

㈱小林建築設計事務所 

清水町柿田 270-19 

法人番号 1080101005575 

平成 28 年 11 月 30 日 2,700,000 
平成 28 年 12 月１日から 

平成 29 年３月 17 日まで 

外壁改修工事、屋根改修工事、ボイラー

改修工事に伴う設計業務委託 

    

2016000174 

平成 28 年度 長泉町

文化センター非常用

蓄電池取替工事 

下土狩地内 

富士見電機㈱ 

長泉町下長窪 585-11 

法人番号 8080101006179 

平成 28 年 11 月 30 日 4,989,600 
平成 28 年 12 月１日から 

平成 29 年３月 17 日まで 
蓄電池取替工事 54 台 

    

2016000175 

平成 28 年度 町民体

育館放送設備改修工

事 

納米里地内 

東部電設㈱ 

長泉町納米里 386-1 

法人番号 1080101005955 

平成 28 年 11 月 30 日 3,078,000 
平成 28 年 12 月１日から 

平成 29 年３月 17 日まで 
ワゴンアンプ更新、スピーカー更新 
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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 
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2016000176 

平成 28 年度 (仮)中

土狩第２広場整備工

事（その２） 

中土狩地内 

㈱関建業 

長泉町南一色 459 

法人番号 8080101005800 

平成 28 年 11 月 30 日 11,880,000 
平成 28 年 12 月１日から 

平成 29 年２月 28 日まで 
複合遊具、四阿、テーブル、ベンチ 

    

2016000177 

平成 28 年度 竹原グ

ラウンド防犯カメラ

設置工事 

竹原地内 

東部電設㈱ 

長泉町納米里 386-1 

法人番号 1080101005955 

平成 28 年 11 月 30 日 8,802,000 
平成 28 年 12 月１日から 

平成 29 年３月 17 日まで 
防犯カメラ設置 

    

2016000178 

平成 28 年度 町道

298 号線改 良工事 

外４箇所 

上土狩・納米

里地内 

丸勇建設㈱ 

長泉町下土狩 398-11 

法人番号 1080101006251 

平成 28 年 11 月 30 日 14,904,000 
平成 28 年 12 月１日から 

平成 29 年３月 15 日まで 

町道 298 号線改良、町道 296 号線舗装、町

道上土狩駅上線改良、町道 333 号線改良、

町道 707 号線改良 等の工事 

    

2016000179 

平成 28 年度 町道

333 号線舗 装工事 

外３箇所 

納米里地内 

丸勇建設㈱ 

長泉町下土狩 398-11 

法人番号 1080101006251 

平成 28 年 11 月 30 日 11,210,400 
平成 28 年 12 月１日から 

平成 29 年３月 15 日まで 

町道 333 号線舗装、町道 320 号線改良、町

道 325 号線改良、納米里荻素橋線・町道 341

号線改良 等の工事 
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履行 
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住 所 
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2016000183 

平成 28 年度 コミュ

ニティながいずみ駅

前広場改修工事 

下土狩地内 

㈱尾崎建設 

長泉町南一色 417-1 

法人番号 9080101005428 

平成 28 年 11 月 30 日 21,546,000 
平成 28 年 12 月１日から 

平成 29 年３月 17 日まで 
駅前広場改修工事 

    

2016000522 

平成 28 年度 町道

673･679 号線配水管

布設工事 

南一色地内 
大嶋設備工業 

長泉町下土狩 417-3 

平成 28 年 11 月 30 日 7,992,000 
平成 28 年 12 月１日から 

平成 29 年３月 10 日まで 

水道配水用ポリエチレン管布設工、ソフト

シール仕切弁設置工、急速空気弁設置工、

不断水連絡工 

    

2016000523 

平成 28 年度 長窪第

２配水場整備工事そ

の２ 

元長窪地内 

㈲セントラル設備工業 

長泉町下土狩 402-8 

法人番号 4080102010720 

平成 28 年 11 月 30 日 7,452,000 
平成 28 年 12 月１日から 

平成 29 年２月 28 日まで 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工、ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工、

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁設置工、場内既設舗装撤去・

復旧工、既設管撤去工 

    

    

    

    

 


