
入札結果一覧表 平成 28年度         

発注状況    平成 28 年 11 月 10 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 

2016000156 

平成 28 年度 町道

341号線他 7路線交通

安全施設改良修繕 

納米里地内 

日道工業㈱ 

静岡市駿河区中島 698-5 

法人番号 5180001092337 

平成 28 年 11 月 16 日 1,706,400 
平成 28 年 11 月 17 日から 

平成 29 年２月 24 日まで 

老朽化した交通安全施設の修繕 

区画線工、ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ工、道路附属物工 

    

2016000157 

平成 28 年度 町立北

幼稚園認定こども園

化改修工事 その２ 

  

 
   

    

2016000158 
平成 28 年度 町道南

一色宮脇線舗装工事 
南一色地内 

㈱稲村建設 

長泉町下土狩 143-7 

法人番号 7080101005330 

平成 28 年 11 月 16 日 8,964,000 
平成 28 年 11 月 17 日から 

平成 29 年２月 17 日まで 

町道南一色宮脇線１、町道南一色宮脇線

２、町道 381 号線舗装工 舗装工 

    

2016000159 

平成 28 年度 町道下

長窪駿河平線花壇散

水栓増設工事 

下長窪地内 

㈱岩崎ホームサービス 

長泉町竹原 396-3 

法人番号 

平成 28 年 11 月 16 日 8,208,000 
平成 28 年 11 月 17 日から 

平成 29 年２月 17 日まで 
散水栓増設 N=19 箇所 

    

2016000162 

平成 28 年度 長泉町

公共下水道事業 町

単独 管渠施設ＴＶ

調査業務委託 

下土狩･中土

狩･納米里･

本宿地内 

㈱東海建設コンサルタント 

沼津市中瀬 5-1 

法人番号 5080101001190 

平成 28 年 11 月 16 日 1,134,000 
平成 28 年 11 月 17 日から 

平成 29 年３月 15 日まで 

管路施設調査工 

本管ＴＶ調査工 
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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 

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 

2016000164 
平成 28 年度 町道

405 号線改良工事 
下長窪地内 

㈱関建業 

長泉町南一色 459 

法人番号 8080101005800 

平成 28 年 11 月 16 日 31,644,000 
平成 28年 11月 17日から 

平成 29 年３月 24 日まで 

排水構造物工、準備工、小段排水工、道路

土工、小段縦排水工、路体盛土工、法面工 

ほか 

    

2016000165 

平成 28 年度 長泉町

役場庁舎屋上防水改

修工事 

中土狩地内 

㈲岡田塗装 

長泉町中土狩 260-11 

法人番号 9080102009799 

平成 28 年 11 月 16 日 29,026,080 
平成 28年 11月 17日から 

平成 29 年３月 17 日まで 

役場庁舎本館及び西館屋上防水改修工事、

西館１階天井改修工事 

    

2016000521 

平成 28 年度 町道

133 号線配水管布設

工事 

下土狩地内 

㈲山一建設 

長泉町納米里 263-2 

法人番号 2080102011885 

平成 28 年 11 月 16 日 2,538,000 
平成 28年 11月 17日から 

平成 29 年１月 31 日まで 

水道配水用ポリエチレン管、ヤノ T 字管

VK 型設置、仕切弁設置 

    

    

    

    

 


