
入札結果一覧表 平成 28年度         

発注状況    平成 28 年 12 月 22 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 

2016000195 

平成 28 年度 町道

433 号線改良工事 

外３箇所 

下長窪内 

㈱関建業 

長泉町南一色 459 

法人番号 8080101005800 

平成 28 年 12 月 27 日 12,312,000 
平成 28 年 12 月 28 日から 

平成 29 年３月 24 日まで 

町道 434号線、408号線、452号線及び

494 号線改良工事 

    

2016000196 

平成 28 年度 町道

833 号線舗装工事 

外 3 箇所 

元長窪･上長

窪･下長窪 

地内 

㈱関建業 

長泉町南一色 459 

法人番号 8080101005800 

平成 28 年 12 月 27 日 17,280,000 
平成 28 年 12 月 28 日から 

平成 29 年３月 17 日まで 

町道 833号線、425号線、上長窪八反田

線及び納米里城山足高線ほ装工事 

    

2016000197 

平成 28 年度 町立南

小学校グラウンド照

明灯分電盤等改修工

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 12 月 27 日 4,590,000 
平成 28 年 12 月 28 日から 

平成 29 年３月 17 日まで 
照明灯分電盤改修、電撃殺虫灯改修 

    

2016000198 

平成 28年度 町道 84

号線改良工事 外３

箇所 

下土狩･竹原

地内 

㈱山田組 

長泉町下土狩 88-1 

法人番号 7080101006345 

平成 28 年 12 月 27 日 19,116,000 
平成 28 年 12 月 28 日から 

平成 29 年３月 24 日まで 

町道 84号線、法定外町道及び町道 38号･

134 号線ほ装工事、75号線改良工事 

    

2016000199 

平成 28 年度 町立長

泉小学校放課後児童

会家具・外構工事 

下土狩地内 

渡辺建設㈱ 

裾野市伊豆島田 718-6 

法人番号 4080101002330 

平成 28 年 12 月 27 日 4,266,000 
平成 28 年 12 月 28 日から 

平成 29 年３月 17 日まで 
家具設置、外構工事 ほか 

    

 

 

 

企財第 17 号 

平成 28年 12月 22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 

2016000200 
平成 28 年度 町営宮

脇住宅解体工事 
南一色地内 

㈱関建業 

長泉町南一色 459 

法人番号 8080101005800 

平成 28 年 12 月 27 日 2,700,000 
平成 28年 12月 28日から 

平成 29 年３月 17 日まで 

PC構造金属瓦棒葺平屋住宅解体工事  

１棟 

    

2016000202 

平成 28 年度 町道

405 号線整備に伴う

付帯工事設計業務委

託 

下長窪地内 

㈱池田建築設計事務所 

三島事務所 

三島市寿町 9-28 

法人番号 6080001000333 

平成 28 年 12 月 27 日 3,348,000 
平成 28年 12月 28日から 

平成 29 年３月 17 日まで 
道路整備に伴う付帯工事設計業務 １式 

    

2016000205 

平成 28 年度 都市計

画道路高田上土狩線

物件調査業務委託 

その２ 

下土狩地内 

㈱駿河補償積算 

裾野市茶畑 30-1 

法人番号 5080101002214 

平成 28 年 12 月 27 日  
平成 28年 12月 28日から 

平成 29 年３月 10 日まで 
200 ㎡以上 600㎡未満 １戸 

    

2016000206 
平成 28 年度 門の川

改修工事 外 4 箇所 

下土狩･中土

狩･下長窪 

地内 

㈱富士見園 

長泉町南一色 106 

法人番号 1080101006177 

平成 28 年 12 月 27 日 6,480,000 
平成 28年 12月 28日から 

平成 29 年３月 17 日まで 

門の川、中土狩内水路(1)(2)、 

下長窪内水路(1)(2) 

    

2016000207 

平成 28 年度 防災倉

庫敷地造成工事に伴

う測量・設計業務委託 

上土狩地内 

東静測量設計㈱ 

長泉町上土狩 451-10 

法人番号 6080101005942 

平成 28 年 12 月 27 日 1,350,000 
平成 28年 12月 28日から 

平成 29 年３月 17 日まで 

４級基準点測量及び防災倉庫敷地造成工事

設計 

    

 


