
入札結果一覧表 令和３年度         

発注状況    令和 3年 6月 24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 

2021000038 

令和３年度 長泉町

道路台帳加除及び測

量業務委託 

長泉町全域 

㈱東日 

沼津市大岡 2240-16 

法人番号 8080101001262 

令和 3年 6月 30日 8,470,000 円 
令和 3年 7月 1日から 

令和 4年 3月 18日まで 

長泉町道路台帳加除及び測量業務委託 

・道路台帳路線情報整備 

・道路台帳区間情報整備 

・橋梁台帳作成 

・交差台帳作成 

・情報管理ツール設定 

・道路台帳図製本 

    

2021000039 

令和３年度 町立北

小学校更衣室等改修

工事設計業務委託 

下長窪地内 

㈱小林建築事務所 

清水町柿田 270-19 

法人番号 1080101005575 

令和 3年 6月 30日 748,000円 
令和 3年 7月 1日から 

令和 3年 9月 30日まで 

更衣室内装改修工事(エアコン新設、電

気設備改修共)A=12.9㎡ 

普通教室内装改修工事(既存エアコン制

御改修、電気設備改修共)A=61.2㎡ 

 

上記に伴う設計業務委託 1式 

    

2021000040 
令和３年度 河川監

視カメラ更新工事 
長泉町内 

大東電機㈱ 

長泉町納米里 396-5 

法人番号 6080101005851 

令和 3年 6月 30日 4,972,000 円 
令和 3年 7月 1日から 

令和 3年 9月 30日まで 

河川監視カメラを老朽化に伴い更新す

る（4/7台） 

    

第５回 

令和 3年 6月 24日 
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2021000042 

令和３年度 町道納

米里荻素橋線舗装工

事ほか１箇所 

納米里地内 

㈱栄久建設 

納米里 80-1フラップ 101

法人番号 4080101005374 

令和 3年 6月 30日 7,535,000 円 
令和 3年 7月 1日から 

令和 3年 11月 15日まで 

【町道納米里荻素橋線】 

工事延長 L=74.3m 

 舗装工：表層（再生密粒度 As(13)  

t= 5cm） A=471㎡ 

路盤（粒度調整砕石(M-30) t=15cm） 

A=471 ㎡ 

 蓋版工：スリット蓋 N=9枚 

     グレーチング N=1枚 

【町道 317号線】工事延長 L=29.0m 

 蓋版工：スリット蓋 N=27枚 

     グレーチング N= 2枚 

    

2021000044 

令和３年度 役場庁

舎内防犯カメラ設置

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 3年 6月 30日 2,948,000 円 
令和 3年 7月 1日から 

令和 3年 10月 1日まで 
防犯カメラ設置 9台 
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2021000045 

令和３年度 町道

36 号線舗装工事ほ

か３箇所 

本宿・下土

狩・竹原・

中土狩地内 

栄久工業㈱ 

長泉町本宿 212-8 

法人番号 3080101005375 

令和 3年 6月 30日 8,206,000 円 
令和 3年 7月 1日から 

令和 3年 11月 15日まで 

町道 36号線 工事延長 L=68.6ｍ 

 舗装工（5+15）A=319.4㎡ 

町道 125号線 工事延長 L=19.7ｍ、9.3

ｍ 

 舗装工（5+15）A=211.0㎡ 

町道 151号線 工事延長 L=45.0ｍ 

 舗装工（5+15）A=178.5㎡ 

町道 243号線 工事延長 L=6.5ｍ 

 舗装工（5+15）A=45.4㎡ 
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2021000515 

令和 3年度 法定外

道路［長泉小学校体

育館東側］配水管改

良工事 

中土狩地内 

㈲山一建設 

長泉町納米里 263-2 

法人番号 2080102011885 

令和 3年 6月 30日 6,435,000 円 
令和 3年 7月 1日から 

令和 3年 9月 30日まで 

施工延長 L=61.3ｍ 

 水道配水用ポリエチレン管布設工  

φ75㎜ L=61.4ｍ 

 空気弁付地下式単口消火栓  

φ75㎜ N=1基 

 ソフトシール仕切弁設置工  

φ75㎜ N=2基 

 給水切替え N=4軒 

 仮配管,仮給水設置・撤去  

VP φ50㎜ L=64.4ｍ， 

 VP φ20・13㎜ N=4軒 

 復旧工 As舗装 A=81㎡ 

 仮設工 交通誘導員配置 N=1式 
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2021000517 

令和 3年度 町道

413・414号線配水管

改良工事 

下長窪地内 

大嶋設備工業 

長泉町下土狩 417-3 

法人番号  ― 

令和 3年 6月 30日 15,620,000 円 
令和 3年 7月 1日から 

令和 3年 10月 29日まで 

施工延長 L=204.4ｍ 

 ダクタイル鋳鉄管布設 

GX形φ75㎜ L=35.5ｍ， 

 水道配水用ポリエチレン管 

φ75㎜ L=170.2ｍ 

 ソフトシール仕切弁設置 

GX形 φ75㎜ N=2基， 

 HPPE 形 φ75㎜ N=1基 

 排泥弁設置(空気弁付地下式単口消火

栓) φ75㎜ N=1基，急速空気弁設

置 φ75㎜ N=1基 

 不断水割Ｔ字管設置  

  鋳鉄管用 V型 φ200㎜×φ75㎜ 

N=1基 

 給水管接続替え N=7軒 

 復旧工(As舗装工他) N=1式 

 仮設工(交通誘導員配置) N=1式 

    

 


