
入札結果一覧表 令和２年度         

発注状況    令和 2年 7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 

2020000065 

令和２年度 役場庁

舎非常用蓄電設備更

新工事 

中土狩地内 

富士見電機㈱ 

長泉町下長窪 585-11 

法人番号 8080101006179 

令和 2年 7月 28日 13,123,000 円 
令和 2年 7月 29日から 

令和 3年 3月 19日まで 
直流電源装置更新 ２台 

    

2020000069 
令和２年度 町道

115号線舗装工事 

下土狩・ 

中土狩地内 

㈱関建業 

長泉町南一色 459 

法人番号 8080101005800 

令和 2年 7月 28日 26,400,000 円 
令和 2年 7月 29日から 

令和 2年 11月 30日まで 

工事延長 L=338.5ｍ 

 道路土工 V=600㎥      

 舗装工 A=2000㎡       

  表層：密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)t=5cm 

  上層路盤：再生瀝青安定処理材(30) 

t=10cm 

  下層路盤：再生下層路盤材(40-0)  

t=25cm 

  ジオテキシート 

  不陸整正 

 区画線工 一式 

 構造物撤去工 一式 
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2020000072 

令和２年度 中土狩

日吉神社公園（仮称）

トイレ等設置工事 

中土狩地内 

㈱稲村建設 

長泉町下土狩 143-7 

法人番号 7080101005330 

令和 2年 7月 28日 18,348,000円 
令和 2年 7月 29日から 

令和 3年 1月 12日まで 

ＲＣユニットトイレ設置 

四阿設置 

複合遊具設置     各１箇所 

   
 

 

2020000073 

令和２年度 町道

438 号線改良工事ほ

か３箇所 

下長窪・ 

東野地内 

丸勇建設㈱ 

長泉町下土狩 398-11 

法人番号 1080101006251 

令和 2年 7月 28日 13,068,000 円 
令和 2年 7月 29日から 

令和 3年 1月 8日まで 

【町道 438号線】工事延長 L=91.0m 

 排水構造物工：管渠型側溝(300A・

300D)  

 L=30.0+60.0=90.0m集水桝(300D) 

N=1 基 

 舗装工：表層(再生密粒 As(13)t=5cm)  

A=42 ㎡ 

【町道 446号線】工事延長 L=51.6m 

 排水構造物工：管渠型側溝(300B) 

L=20.0m、集水桝 N=2基 

 舗装工：表層(再生密粒度 As(13) 

t=5cm) A=137㎡ 

【町道 634号線】工事延長 L=83.0m 

 排水構造物工：PU側溝(300A) 

L=100.0m 

 舗装工：表層(再生密粒度 As(13) 

t=5cm) A=75㎡ 他 
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2020000074 

令和２年度 町道

165 号線舗装工事ほ

か２箇所 

下土狩地内 

㈱富士見園 

長泉町南一色 106 

法人番号 1080101006177 

令和 2年 7月 28日 6,215,000 円 
令和 2年 7月 29日から 

令和 3年 1月 15日まで 

【町道 165号線舗装工事】 

工事延長Ｌ＝73.7ｍ 

 舗装工 表層：再生密粒度アスコン

（13） Ａ＝266ｍ2 

 排水構造物工/構造物撤去工/区画線

工/附帯工 １式 

【町道 160号線舗装工事】 

工事延長Ｌ＝44.0ｍ 

 舗装工 表層：再生密粒度アスコン

（13）/上層路盤工：粒度調整砕石M-30 

Ａ＝176ｍ2 

 道路土工/排水構造物工/構造物撤去

工/区画線工/附帯工 １式 

【町道 167号線改良工事】 

工事延長Ｌ＝2.3ｍ  

 排水構造物工 プレキャストＵ型側

溝（PU-3 300A） L＝2.0ｍ   

 道路土工/舗装工/構造物撤去工 １

式 

   

 

 

 

 

 

 

 

2020000538 

令和２年度 長泉町

公共下水道事業 町

単独 管渠実施設計

業務委託 

南一色・下

長窪・下土

狩地内 

オリジナル設計㈱静岡東

部営業所 

伊豆の国市長岡 124-7 

法人番号 8011001065098 

令和 2年 7月 28日 16,280,000 円 
令和 2年 7月 29日から 

令和 3年 2月 26日まで 

実施設計 L=1,981.3m 

 開削工法φ1,200未満,耐震レベル：

レベル１及びレベル２地震動 
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2020000539 

令和 2年度 町道納

米里城山足高線他 6

箇所配水管布設替詳

細設計業務委託 

上長窪・下

長窪・中土

狩・下土

狩・本宿地

内 

㈱ＮＪＳ静岡事務所 

静岡市葵区両替町 2-4-15 

法人番号 6011101045308 

令和 2年 7月 28日 7,810,000 円 
令和 2年 7月 29日から 

令和 3年 2月 26日まで 

開削工法 小口径（呼び径 350㎜以下） 

 布設替詳細設計 L=1,097ｍ 

  ダクタイル鋳鉄管 GX形 

φ150㎜ L=480ｍ 

  水道配水用ポリエチレン管 

φ75㎜ L=603ｍ 

        〃                       

φ50㎜ L=14ｍ 

  仮設配管検討 L=617ｍ 

   

 

 

 

 

 

2020000540 

令和 2年度 南一色

浄水場電気設備更新

基本設計業務委託 

南一色地内 

㈱ＮＪＳ静岡事務所 

静岡市葵区両替町 2-4-15 

法人番号 6011101045308 

令和 2年 7月 28日 6,600,000 円 
令和 2年 7月 29日から 

令和 3年 3月 12日まで 

構造物設計 浄水場基本設計 

 設計協議 

 現場調査 

 基本設計 

  電気設備基本設計 N=1式 

  全体配置計画     N=1式 
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2020000541 

令和２年度 長泉町

公共下水道事業 町

単独 管渠布設工事 

第３－２工区 

下土狩・本

宿地内 

栄久工業㈱ 

長泉町本宿 212-8 

法人番号 3080101005375 

令和 2年 7月 28日 18,150,000 円 
令和 2年 7月 29日から 

令和 3年 1月 29日まで 

路線延長 L=170.58m 

(φ200：L=120.58m,φ150：L=50.00m) 

 VU200 ㎜管布設工 L=116.68m 

 VU150 ㎜管布設工 L=48.20m 

 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 8箇所(1号-3箇

所,楕円-1箇所,小型-4箇所) 

 汚水桝設置工   5箇所(標準-5箇

所) 

 取付管布設工 

φ150：L=12.90m(平均長 4.30m) 

φ100：L=4.40m(平均長 2.20m) 

 附帯工 1式  仮設工 1式 

   

 

 

 

 

 

2020000542 

令和 2年度 南一色

配水場残留塩素計設

置工事 

南一色地内 

㈱水機テクノス静岡営業所 

静岡市葵区栄町 3-1 

法人番号 6010901011626 

令和 2年 7月 28日 8,800,000 円 
令和 2年 7月 29日から 

令和 2年 12月 18日まで 

残留塩素計設置工 N=1式 

滅菌設備改良工   N=1式 

テレメータ増設工  N=1式 
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2020000543 

令和 2 年度 町道

401・812号線配水管

改良工事 

下長窪・南

一色地先 

㈱岩崎ホームサービス 

長泉町竹原 396-3 

法人番号 3080101005334 

令和 2年 7月 28日 21,120,000 円 
令和 2年 7月 29日から 

令和 2年 11月 30日まで 

施行延長 L=248.4ｍ 

 DCIP-GX布設工 

φ150㎜ L=231.9ｍ 

φ75㎜ L=12.0ｍ 

 HIVP布設工 

φ75㎜ L=2.1ｍ 

φ50㎜ L=2.8ｍ 

 ソフトシール仕切弁設置工 

 GX形 φ150㎜ N=4基 

φ75㎜ N=2基 

 不断水割Ｔ字管設置工 

φ150㎜ N=1基 

 SUS製地下式単口消火栓設置工 

φ75㎜ N=2基 

 復旧工 N=1式 

 仮設工 N=1式 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


