
入札結果一覧表 平成 28年度         

発注状況    平成 28 年６月 23 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 

2016000048 

平成 28 年度 町立

長泉中学校空調設備

設置工事 

下土狩地内 

㈱太平エンジニアリング 

沼津支店 

沼津市御幸町 3-10 

法人番号 2010001004567 

平成 28 年６月 29 日 14,904,000 
平成 28 年６月 30 日から 

平成 28 年９月 30 日まで 

第２美術室・学校支援地域本部・

家庭科室・第１理科室・第２理科

室 空調設備設置 

    

2016000052 

平成 28 年度 町立

長泉中学校トイレ改

修工事 

下土狩地内 

㈱稲村建設 

長泉町下土狩 143-7 

法人番号 7080101005330 

平成 28 年６月 29 日 54,486,000 
平成 28 年６月 30 日から 

平成 28 年 10 月 14 日まで 

北棟トイレ男子女子、南棟トイレ

男子・女子 改修工事 

    

2016000053 

平成 28 年度 町立

南小学校校舎改修工

事 

竹原地内 

㈱稲村建設 

長泉町下土狩 143-7 

法人番号 7080101005330 

平成 28 年６月 29 日 21,330,000 
平成 28 年６月 30 日から 

平成 28 年 10 月 14 日まで 

南棟西側内装改修 

屋内消火栓改修 

    

2016000054 

平成 28 年度 町立

４幼稚園園庭遊具衝

撃吸収マット設置工

事 外 1 箇所 

元長窪・下

土狩・竹原

地内 

㈱富士見園 

長泉町南一色 106 

法人番号 1080101006177 

平成 28 年６月 29 日 5,778,000 
平成 28 年６月 30 日から 

平成 29 年９月 16 日まで 

桃沢幼稚園・長泉幼稚園・東幼稚

園・南幼稚園 

ゴムチップマット設置  

    

 

企財第５号 

平成 28 年６月 23 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 

2016000055 

平成 28 年度 町立

北小学校トイレ改修

工事 

下長窪地内 

㈱稲村建設 

長泉町下土狩 143-7 

法人番号 7080101005330 

平成 28 年６月 29 日 6,771,600 
平成 28 年６月 30 日から 

平成 28 年９月 30 日まで 
Ａ棟２･３階、Ｂ棟２階トイレ改修 

    

2016000056 

長泉町公共下水道事

業 町単独 流量計修

繕（北部第３処理分

区） 

下土狩地内 

大東電機㈱ 

長泉町納米里 396-5 

法人番号 6080101005851 

平成 28 年６月 29 日 8,402,400 
平成 28 年６月 30 日から 

平成 28 年９月 30 日まで 

流量計撤去、設置、点検、調査 

下水道流量監視システム用設備部

分更新 

    

2016000057 

平成 28 年度 元長

窪地区農道整備工事

に伴う測量・設計業

務委託 

元長窪地内 

東静測量設計㈱ 

長泉町上土狩 451-10 

法人番号 6080101005942 

平成 28 年６月 29 日 1,836,000 
平成 28 年６月 30 日から 

平成 28 年９月 30 日まで 

測量業務委託・用地調査業務委託  

道路詳細設計（Ｂ） 

    

2016000059 

平成 28 年度 町立

長泉小学校校舎改修

工事 

中土狩地内 

㈱稲村建設 

長泉町下土狩 143-7 

法人番号 7080101005330 

平成 28 年６月 29 日 27,745,200 
平成 28 年６月 30 日から 

平成 28 年９月 30 日まで 

北棟東側内装改修・サッシ改修 

南棟トイレ洋式化改修・屋内消火

栓改修工事 

    

2016000060 

平成 28 年度 町立

北中学校校舎改修工

事 

納米里地内 

㈱尾崎建設 

長泉町南一色 417-1 

法人番号 9080101005428 

平成 28 年６月 29 日 26,595,000 
平成 28 年６月 30 日から 

平成 28 年９月 30 日まで 

屋上防水改修・ダムウェーダー改

修・給水・揚水ポンプ改修工事 

    

2016000061 

平成 28 年度 災害

用マンホールトイレ

設置工事 

下長窪・納

米里地内 

㈱関建業 

長泉町南一色 459 

法人番号 8080101005800 

平成 28 年６月 29 日 20,520,000 
平成 28 年６月 30 日から 

平成 28 年 10 月 31 日まで 

北小学校、北中学校 

貯水槽 10 ㎥ 各１式 

    



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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2016000062 
平成 28 年度 南一

色地内水路改修工事 
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６月 29 日 1,890,000 
平成 28 年６月 30 日から 

平成 28 年９月 30 日まで 

工事延長 L=29.06ｍ 

ＮＳフリュー土工・取壊し工  

    

 

 


