
入札結果一覧表 令和３年度         

発注状況    令和３年 11月 11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 

2021000124 
令和３年度 防犯カ

メラ設置工事 

上土狩・中

土狩・下土

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 11月 17日 4,774,000 円 
令和 3年 11月 18日から 

令和 4年 2月 28日まで 

第一浄水場付近防犯カメラ設置工事 

 カメラ１台 記録装置１式 

中土狩交差点付近防犯カメラ設置工事 

 カメラ１台 記録装置１式 

下土狩八幡神社付近防犯カメラ設置工

事 

 カメラ１台 記録装置１式 

薄原広場付近防犯カメラ設置工事 

 カメラ１台 記録装置１式 

   
 

 

2021000125 

令和３年度 町立北

小学校体育館トイレ

等増築工事設計業務

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 11月 17日 2,200,000 円 
令和 3年 11月 18日から 

令和 4年 3月 18日まで 

・体育館にユニバーサルトイレ A≒5.0

㎡増築する。 

・屋外通路に壁を新設する。床面積 18.0

㎡程度 

・玄関ポーチに車椅子用スロープを新設

する。 

・電気自動車からの給電設備を新設す

る。 

上記に伴う設計業務委託 １式 

    

第 14回 

令和３年 11月 11日 



 

入札番号 件  名 
履行 

箇所 
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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 

2021000126 

令和３年度 長泉町

パークゴルフ場クラ

ブハウス新築工事 

元長窪地内 

加和太建設㈱ 

三島市文教町 1丁目 5番

15号 

法人番号 5080101005480 

令和 3年 11月 17日 57,200,000 円 
令和 3年 11月 18日から 

令和 4年 8月 31日まで 

クラブハウス 木造平屋建て 

A=156.82 ㎡ 

    

2021000128 

令和３年度 町道上

長窪元長窪・568号

線舗装工事 

元長窪地内 

丸勇建設㈱ 

長泉町下土狩 398-11 

法人番号 1080101006251 

令和 3年 11月 17日 16,335,000 円 
令和 3年 11月 18日から 

令和 4年 2月 14日まで 

○町道上長窪元長窪線舗装工事 

工事延長Ｌ＝342.0ｍ 

○町道 568号線舗装工事 

工事延長Ｌ＝ 82.5ｍ 

  道路土工/構造物撤去工/区画線工/

附帯工 １式 

  舗装工 

   表層：再生密粒度 As（13） 

t= 5ｃｍ Ａ＝2520ｍ2 

   上層路盤：粒度調整砕石（M-30）

t=15ｃｍ  Ａ＝2520ｍ2 
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2021000129 

令和３年度 令和３

年 災  査 定 第

501/342 号 農業用

施設災害復旧工事

（本宿用水） 

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 11月 17日 7,480,000 円 
令和 3年 11月 18日から 

令和 4年 3月 4日まで 

復旧延長 Ｌ＝28.9ｍ 

 コンクリート擁壁 Ｌ＝6.9ｍ 

 コンクリートブロック積工 

Ａ＝12.9ｍ2 

 水叩き（コンクリート床版） 

Ｖ＝27.8ｍ3 

 仮設工（仮設道路工、仮締切工） １

式 

    

2021000131 
令和３年度 下長窪

地内農道改修工事 
下長窪地内 

㈲小嶋建設 

長泉町下長窪 728-19 

法人番号 4080102010167 

令和 3年 11月 17日 4,818,000 円 
令和 3年 11月 18日から 

令和 4年 2月 25日まで 

工事延長Ｌ＝117.0ｍ  

⑮－4 擁壁Ｈ1300～1000 Ｌ＝22.0ｍ 

⑮－7・8 見切り壁Ｈ100 Ｌ＝18.4ｍ 

舗装工 Ａ＝191ｍ2 

    

2021000132 

令和３年度 令和３

年災 査定第

001/342 号 農地災

害復旧工事（西細尾） 

元長窪地内 

㈱関建業 

長泉町南一色 459 

法人番号 8080101005800 

令和 3年 11月 17日 23,100,000 円 
令和 3年 11月 18日から 

令和 4年 3月 25日まで 

復旧延長 Ｌ＝37.0ｍ 

 盛土工 Ｖ＝975ｍ3 

 コンクリートブロック積工 

Ａ＝145ｍ2 

 仮設工（仮設道路工、仮締切工） １

式 

 附帯工（草刈・伐採・伐根） １式 
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2021000133 

令和３年度 町道

134号線舗装工事ほ

か３箇所 

下土狩・本

宿・下長窪

地内 

丸勇建設㈱ 

長泉町下土狩 398-11 

法人番号 1080101006251 

令和 3年 11月 17日 8,547,000 円 
令和 3年 11月 18日から 

令和 4年 2月 28日まで 

○町道 134号線 工事延長 L=72.7ｍ 

 舗装工（5+15）A=265.3㎡ 

○町道 151号線 工事延長 L=9.8ｍ 

 排水構造物工 L=7.0ｍ 

 舗装工（5+15）A=85.8㎡ 

○新幹線ガード下 工事延長 L=90.6ｍ 

 舗装工 A=330.3㎡ 

○町道城山尾尻線 工事延長 L=27.8ｍ 

 PU300A L=26.0ｍ 

 舗装工 A=90.4㎡ 

    

2021000134 

令和３年度 林道梅

ノ木沢線災害復旧工

事 

東野地内 

㈱関建業 

長泉町南一色 459 

法人番号 8080101005800 

令和 3年 11月 17日 38,500,000 円 
令和 3年 11月 18日から 

令和 4年 3月 25日まで 

復旧延長 Ｌ＝58.0ｍ 

 コンクリートブロック積工 

Ａ＝222ｍ2 

 防護柵工 Ｌ＝38.5ｍ 

 仮設工（工事用道路工、仮締切工ほか） 

１式 

 附帯工（草刈・伐採・伐根） １式 
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2021000135 
令和３年度 林道八

分平線災害復旧工事 
東野地内 

㈱河西建設 

長泉町東野 50-7 

法人番号 5080101005448 

令和 3年 11月 17日 12,760,000 円 
令和 3年 11月 18日から 

令和 4年 3月 18日まで 

○林道八分平線災害復旧工事 

災害復旧延長 Ｌ＝12ｍ 

  コンクリートブロック積工 

Ａ＝17.8ｍ2/コンクリート舗装工

（ｔ＝ 4ｃｍ） Ａ＝6.0ｍ2 

 防護柵工（ガードレール） 

Ｌ＝12.0ｍ（内、再利用Ｌ＝8.0ｍ） 

 

○林道八分平線災害復旧工事 

 災害復旧延長 Ｌ＝53ｍ 

 逆Ｔ式擁壁（Ｗ＝7.0ｍ Ｈ＝4.5ｍ）  

Ｖ＝22.5ｍ3/種子散布工Ａ＝147.2ｍ2 

 アスファルト舗装工（ｔ＝ 4ｃｍ） 

Ａ＝84.7ｍ2 コンクリート舗装工（ｔ

＝15ｃｍ） Ａ＝28.4ｍ2 

 附帯工（草刈・伐採・伐根） １式 
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2021000136 
令和３年度 町道

494号線改良工事 
下長窪地内 

㈱東平商会 

長泉町下土狩 72-1 

法人番号 8080101005949 

令和 3年 11月 17日 22,220,000 円 
令和 3年 11月 18日から 

令和 4年 3月 25日まで 

工事延長 L=36.0m 

 道路土工 N=1式 

 擁壁工：補強土壁工 N=1式（壁面

A=78 ㎡） 

 排水構造物工：管渠型側溝 L=36ｍ 

 防護柵工：防護柵基礎 L=36ｍ、ガー

ドパイプ L=36ｍ 

 舗装工：アスファルト舗装（5-10-15） 

A=145 ㎡ 

 配水管改良工 N=1式 

    

 


