
入札結果一覧表 平成 28年度         

発注状況    平成 28 年５月 19 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 

2016000013 

平成 28 年度 長泉

町防災センター（仮

称）建設工事に伴う

実施設計業務委託 

中土狩地内 

㈱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５月 25 日 18,900,000 
平成 28 年５月 26 日から 

平成 29 年２月 28 日まで 

防災センター（仮）建設及び本庁

舎東側敷地整備工事に伴う設計業

務委託  

    

2016000014 

平成 28 年度 町立

小学校（三校）施設

改修工事設計業務委

託 

中土狩・下

長窪・竹原

地内 

㈱小林建築事務所 

清水町柿田 270-19 

法人番号 1080101005575 

平成 28 年５月 25 日 5,184,000 
平成 28 年５月 26 日から 

平成 28 年 10 月 31 日まで 

【長小】防水改修、照明灯改修【北

小】トイレ改修【南小】自火報設

備、体育館屋内消火栓、トイレ改

修に伴う設計業務委託 

    

2016000015 

平成 28 年度 町道

下長窪駿河平線舗装

工事 

東野地内 

丸勇建設㈱ 

長泉町下土狩 398-11 

法人番号 1080101006251 

平成 28 年５月 25 日 28,468,800 
平成 28 年５月 26 日から 

平成 28 年９月 30 日まで 

工事延長 L=370m   

舗装工、排水構造物工、取壊し工、

土工、区画線工、付帯工 

    

2016000016 

平成 28 年度 町道

320･333号線改良工

事に伴う測量設計業

務委託 

納米里地内 

㈱東日 

沼津市大岡 2240-16 

法人番号 8080101001262 

平成 28 年５月 25 日 4,644,000 
平成 28 年５月 26 日から 

平成 28 年９月 30 日まで 

測量業務、設計業務、用地調査業

務、用地測量業務 

    

企財第２号 

平成 28 年５月 19 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 

2016000017 

平成 28 年度 コミ

ュニティながいずみ

ホール舞台電気設備

改修工事 

下土狩地内 

㈱ダイナナ 

三島市梅名 371-2 

法人番号 8080101005825 

平成 28 年５月 25 日 55,944,000 
平成 28 年５月 26 日から 

平成 28 年 10 月 31 日まで 

舞台調光設備及び音響設備改修工

事に伴う設計業務委託 

    

2016000018 

平成 28 年度 町立

長泉小学校放課後児

童館新築工事設計業

務委託 

下土狩地内 

一級建築士事務所  

渡辺隆司建築設計室 

長泉町下土狩 1042-4 

法人番号 

平成 28 年５月 25 日 3,780,000 
平成 28 年５月 26 日から 

平成 28 年８月 31 日まで 

放課後児童館新築工事に伴う設計

業務委託 

    

2016000025 

平成 28 年度 塵芥

焼却場施設照明ＬＥ

Ｄ化工事 

東野地内 

大東電機㈱ 

長泉町納米里 396-5 

法人番号 6080101005851 

平成 28 年５月 25 日 13,500,000 
平成 28 年５月 26 日から 

平成 28 年８月 19 日まで 
事務棟、焼却場施設の LED化 

    

2016000506 

平成 28年度 長窪第

二浄水場水中ポンプ

取替工事 

元長窪地内 

大東電機㈱ 

長泉町納米里 396-5 

法人番号 6080101005851 

平成 28 年５月 25 日 3,229,200 
平成 28 年５月 26 日から 

平成 28 年８月 31 日まで 

既設水中 P 引上げ･分解調査、新設

水中 P 据付、土間コンクリ修繕 

    

    

    

    

 

 

 


