
入札結果一覧表 令和３年度         

発注状況    令和 3年 9月 9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 

2021000084 
令和３年度 長泉町

火葬場解体工事 
中土狩地内 

㈱関道建設 

長泉町下土狩 1092-26 

法人番号 5080101005803 

令和 3年 9月 15日 21,857,000 円 
令和 3年 9月 16日から 

令和 4年 1月 20日まで 

火葬場棟解体 S造平屋建て 

A=87.6 ㎡ 

待合棟解体 W造平屋建て 

A=102.5 ㎡ 

外構解体 １式 

    

2021000085 

令和３年度 身近で

健康づくりプロジェ

クト 健康器具設置

工事 

東野・上長

窪・桜堤・

下土狩地内 

㈲山好建設 

長泉町下土狩 1382 

法人番号 8080102011888 

令和 3年 9月 15日 8,030,000 円 
令和 3年 9月 16日から 

令和 4年 2月 15日まで 

【御嶽堂公園】 

 ウォールラダー・シットアップ・ツイ

ンバー 各 1基 

【駿河平スポーツ広場】 

 ウォールラダー・背伸ばしベンチ  

各 1基 

【上長窪広場】 

 ウォールラダー・背伸ばしベンチ  

各 1基 

【桜堤広場】 

 ウォールラダー・背伸ばしベンチ  

各 1基 

    

第 10回 

令和 3年 9月 9日 
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2021000086 

令和３年度 長泉町

健康公園ウォーキン

グコース改修工事 

納米里・ 

下土狩地内 

㈱東平商会 

長泉町下土狩 72-1 

法人番号 8080101005949 

令和 3年 9月 15日 13,167,000円 
令和 3年 9月 16日から 

令和 4年 2月 15日まで 

ゴムチップ舗装工（L=173.0m） 

 表層（透水性ゴムチップ t=1cm） 

A=541 ㎡ 

 基層（透水性アスコン  t=4cm） 

A=541 ㎡ 

    

2021000087 
令和３年度 鮎壺公

園整備工事（その２） 
下土狩地内 

㈱関建業 

長泉町南一色 459 

法人番号 8080101005800 

令和 3年 9月 15日 53,900,000 円 
令和 3年 9月 16日から 

令和 4年 3月 18日まで 

構造物撤去工 一式 

盛土工 V=1600㎥ 

垂直擁壁(H=1.5～5.5m） L=26.0ｍ 

ボックスカルバート L=55.68ｍ 

 （B1100×H1100） L=15.64ｍ 

 （B1200×H1100） L=20.57ｍ 

 （B1500×H900）  L=19.47ｍ 

用水改修(W1400×H1200) L=61.1ｍ 

園路広場施設工 一式 

管理施設整備工 一式 

    

2021000088 

令和３年度 役場庁

舎前庭視覚障害者誘

導用ブロック改修工

事 

中土狩地内 

㈲小嶋建設 

長泉町下長窪 728-19 

法人番号 4080102010167 

令和 3年 9月 15日 3,080,000 円 
令和 3年 9月 16日から 

令和 4年 1月 31日まで 

庁舎前庭 

 誘導・警告ブロック A=39.33㎡ 

北館前 

 誘導・警告ブロック A=15.12㎡ 
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2021000540 

令和３年度 長泉町

公共下水道事業 町

単独 下水道管路施

設耐震調査設計業務

委託 

下長窪地内 

オリジナル設計㈱静岡東

部営業所 

法人番号 8011001065098 

伊豆の国市長岡 124-7 

令和 3年 9月 15日 2,035,000 円 
令和 3年 9月 16日から 

令和 4年 2月 28日まで 

人孔調査・耐震対策 Ｎ＝７箇所（小中

口径φ800mm未満） 

    

2021000541 

令和３年度 長泉町

公共下水道事業 町

単独 管渠布設工事 

第５工区 

納米里地内 

㈲土屋林泉 

長泉町南一色 56-10 

法人番号 9080102010971 

令和 3年 9月 15日 2,090,000 円 
令和 3年 9月 16日から 

令和 3年 11月 30日まで 

路線延長 L=32.00m 

 150㎜管布設工 L=30.80m 

 組立式ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 3箇所(1号-1箇

所,小型-2箇所) 

 汚水桝設置工 1箇所(標準-1箇所) 

 取付管布設工 L=1.70m(平均長

=1.70m) 

 附帯工 1式 

 仮設工 1式 

    

 


