
入札結果一覧表 令和４年度         

発注状況    令和 4年 7月 14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 

2022000063 
令和４年度 町道

400号線舗装工事 
下長窪地内 

㈱関道建設 

長泉町南一色 327-1 

法人番号 5080101005803 

令和 4年 7月 20日 16,357,000 円 
令和 4年 7月 21日から 

令和 4年 11月 30日まで 

工事延長 L=226.6ｍ 

 舗装工 A=980㎡ 

  表  層：密粒度ギャップアスコン

(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=35cm 

    

第 6回 

令和 4年 7月 14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 

2022000064 

令和４年度 町道

601号線改良工事ほ

か５箇所 

東野・ 

南一色・ 

下長窪地内 

丸勇建設㈱ 

長泉町下土狩 398-11 

法人番号 1080101006251 

令和 4年 7月 20日 13,068,000 円 
令和 4年 7月 21日から 

令和 5年 1月 16日まで 

【町道 601号線】 工事延長 L=116.0ｍ 

 スリット蓋 N=110枚・グレーチング 

N=6枚 

【町道 357・367号線】 工事延長

L=134.8ｍ 

 アスファルト舗装(5+3) A=359㎡ 

【町道 366号線】 工事延長 L=97.5ｍ 

 アスファルト舗装(5+3) A=306㎡ 

【町道 396号線】 工事延長

L=25.5+45.0ｍ 

 スリット蓋 N=68枚・グレーチング 

N=3枚 

【町道南一色宮脇線】 工事延長L=11.0

ｍ 

 アスファルト舗装(3+10) A=29㎡・

転落防止柵 L=11ｍ 

【町道 459号線】 

 アスファルト舗装(5+15) A=13㎡・

スロープ N=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 

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 

2022000066 

令和４年度 町道

445号線改良工事ほ

か３箇所 

下長窪地内 

丸勇建設㈱ 

長泉町下土狩 398-11 

法人番号 1080101006251 

令和 4年 7月 20日 11,418,000 円 
令和 4年 7月 21日から 

令和 4年 12月 20日まで 

【町道 445号線】 

 溝蓋工 18箇所 

【町道 426・427・428号線】 

 工事延長 

L=60.85+28.3+58.75+23.7=171.6ｍ 

 舗装工（5＋3）  A=385㎡ 

 舗装工（5＋15）  A=185㎡ 

【町道上長窪八反田線】 

 工事延長 L=53.2ｍ 

 舗装工（5＋15)  A=338 ㎡ 

 区画線工    一式 

【町道 416号線】 

 排水構造物工 

 PU-BOX（300A）  L=6ｍ  

 集水桝     N=1箇所 

    

 

 



 

入札番号 件  名 
履行 

箇所 

契約者 

住 所 
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2022000067 

令和４年度 町道駿

河平南一色線改良工

事 

東野地内 

㈱関道建設 

長泉町南一色 327-1 

法人番号 5080101005803 

令和 4年 7月 20日 37,147,000 円 
令和 4年 7月 21日から 

令和 5年 1月 31日まで 

工事延長 L=240.0ｍ 

 排水構造物工                 

  ＰＵ側溝(300A) L=437ｍ           

  

 舗装工 A=1660㎡ 

  表  層：再生密粒度アスコン(20) 

t=5cm 

  上層路盤：再生瀝青安定処理材(30) 

t=6cm 

  下層路盤：再生下層路盤材(40-0)  

t=17cm 

  

 区画線工 一式 

 構造物撤去工 一式 

    

2022000070 

令和４年度 竹原Ⅱ

工区地籍調査業務委

託（Ｇ工程） 

竹原地内 

東静測量設計㈱ 

長泉町上土狩 451-10 

法人番号 6080101005942 

令和 4年 7月 20日 495,000円 
令和 4年 7月 21日から 

令和 5年 1月 31日まで 

長泉町竹原地内で行う地籍調査事業の

うち、Ｇ工程（地積測定）の業務を委託

する。 

    



 

入札番号 件  名 
履行 

箇所 

契約者 

住 所 
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2022000523 

令和 4年度 町道納

米里城山足高線配水

管改良工事 

上長窪地内 

㈱岩崎ホームサービス 

長泉町竹原 396-3 

法人番号 3080101005334 

令和 4年 7月 20日 31,130,000 円 
令和 4年 7月 21日から 

令和 5年 2月 28日まで 

施工延長 L=207.5ｍ 

 ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ150

㎜ L=208.6ｍ 

 ソフトシール仕切弁設置 φ150㎜ 

N=2基 

 排泥弁(空気弁内蔵型地下式単口消火

栓)設置 φ75㎜ N=1基 

 既設給水接続工 N=10軒 

 既設水路撤去・復旧工 L=1.0ｍ 

W=2.5ｍ 

 復旧工 N=1式 

 仮設工 N=1式 

    

2022000524 

令和４年度 長泉町

公共下水道事業 事

業計画変更業務委託 

長泉町公共

下水道区域 

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 4年 7月 20日 6,820,000 円 
令和 4年 7月 21日から 

令和 5年 2月 28日まで 

下水道事業計画 

下水道法による事業計画変更業務 Ｎ

＝１式 

都市計画法事業認可申請図書作成業務 

Ｎ＝１式 

測量業務 

４級水準測量 Ｌ＝0.84km 
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履行 
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住 所 
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2022000525 

令和４年度 町道

86号線配水管改良

工事 

下土狩地内 

㈲セントラル設備工業 

長泉町下土狩 402-8 

法人番号 4080102010720 

令和 4年 7月 20日 11,330,000 円 
令和 4年 7月 21日から 

令和 4年 11月 30日まで 

施工延長 L=36.0m  

 ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ200mm 

L=32.8m,φ75mm L=3.3m 

 ソフトシール仕切弁設置 GX形 φ

200mm N=2 基 

 急速空気弁設置 φ75mm N=1基、SUS

製地下式単口消火栓 φ75m N=1基 

 不断水割り T字管設置（鋳鉄管用） 

φ200mm×φ75mm N=1基、φ75mm×φ

75mm N=1基 

 仮設配管 VPφ75～50mm N=1式、給水

管接続替え φ200mm×φ50mm N=1軒 

    

2022000526 

令和４年度 長泉町

公共下水道事業 下

水道管路施設耐震調

査業務委託 

下土狩・ 

竹原地内 

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 4年 7月 20日 3,410,000 円 
令和 4年 7月 21日から 

令和 4年 10月 21日まで 
人孔調査工 N=89箇所 
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2022000527 

令和４年度 町道

241 号線配水管布設

工事 

中土狩地内 

㈲山一建設 

長泉町納米里 263-2 

法人番号 2080102011885 

令和 4年 7月 20日 5,940,000円 
令和 4年 7月 21日から 

令和 4年 10月 31日まで 

施工延長 L=34.7ｍ 

 水道配水用ポリエチレン管布設 φ

75mm  L=28.5ｍ 

 ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ75

㎜ L=5.4 、K形 φ100㎜ L=1.0ｍ 

 ソフトシール仕切弁設置 φ100㎜ 

N=1基、φ75㎜ N=2基 

 不断水仕切弁設置   φ100㎜ 

N=1基 

 作動確認付空気弁設置 φ25㎜ N=1

基 

 不断水割りＴ字管設置（鋳鉄管用）φ

100㎜×φ75㎜ N=1基 

 給水管付替 φ75㎜×φ25㎜ N=1

軒 

    

 

 


