
入札結果一覧表 令和３年度         

発注状況    令和３年５月 20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 

2021000023 

令和３年度 道路施

設（小規模附属物）

点検業務委託 

東野地内 

㈱東日 

沼津市大岡 2240-16 

法人番号 8080101001262 

令和 3年 5月 26日 8,250,000 円 
令和 3年 5月 27日から 

令和 3年 12月 3日まで 
道路照明灯点検 68基 

    

2021000024 

令和３年度 都市計

画道路高田上土狩線

整備に伴う河川断面

検討業務委託 

下土狩地内 

静岡コンサルタント㈱ 

三島市多呂 128 

法人番号 1080101005666 

令和 3年 5月 26日 6,490,000 円 
令和 3年 5月 27日から 

令和 4年 3月 18日まで 

測量業務 

 現地測量       A=0.002km2 

 中心線測量      L=0.11km 

 縦断測量       L=0.11km 

 横断測量       L=0.11km 

 法線測量（河川測量） L=0.11km 

設計業務 

 護岸詳細設計     L=110m 

    

2021000025 

令和３年度 町道

417 号線法面対策に

伴う地質調査・測量

設計業務委託 

下長窪地内 

㈱東日 

沼津市大岡 2240-16 

法人番号 8080101001262 

令和 3年 5月 26日 9,350,000 円 
令和 3年 5月 27日から 

令和 4年 3月 18日まで 

地質調査業務 

 土質ボーリング N=3箇所 

測量業務 

 復元測量 A=0.50万㎡ 

 境界測量 A=0.50万㎡ 

設計業務 

 道路詳細設計(A) N=1式（L=0.15km） 

    

第３回 

令和３年５月 20日 
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2021000026 

令和３年度 町道

429号線舗装工事ほ

か２箇所 

下長窪地内 

㈲山勝建設 

長泉町元長窪 808-1 

法人番号 9080102011895 

令和 3年 5月 26日 7,898,000 円 
令和 3年 5月 27日から 

令和 3年 9月 30日まで 

町道 429号線 工事延長 L=81.8ｍ 

 舗装工（5+15） A=304㎡ 

町道 494号線 工事延長 L=35.5ｍ 

 蓋版付替え L=28.2ｍ 

 舗装工（5+15） A=98㎡ 

町道 429号線 工事延長 L=52.5ｍ 

 舗装工（5+15） A=138㎡ 

    

2021000027 

令和３年度 都市計

画道路沼津三島線 

整備検討会支援業務

委託 

下土狩地内 

昭和設計㈱沼津営業所 

沼津市大岡 1562-2 

法人番号 4080001002133 

令和 3年 5月 26日 3,630,000 円 
令和 3年 5月 27日から 

令和 4年 3月 25日まで 

沼津三島線（町道中土狩竹原線～(都)

高田上土狩線）の計画を進めるにあたっ

ての、沿線整備検討会業務を委託する 

    

2021000508 

令和 3 年度 町道

367 号線配水管改良

工事 

南一色地内 

大嶋設備工業 

長泉町下土狩 417-3 

法人番号  ― 

令和 3年 5月 26日 22,770,000 円 
令和 3年 5月 27日から 

令和 4年 1月 31日まで 

施工延長 L=171.5ｍ 

 ダクタイル鋳鉄管布設 GX形φ100㎜

L=167.4ｍ，φ75㎜ L=4.2ｍ 

 ソフトシール仕切弁設置 GX形φ100

㎜ N=6 基 

 不断水仕切弁設置(鋳鉄管用)φ100㎜

N=1基 

 SUS製地下式単口消火栓設置φ75㎜

N=2基 

 給水管接続替え、仮設給水 N=8軒 

 仮設配水管布設・撤去φ75㎜・φ50

㎜ L=173.2ｍ 

 復旧工 N=1式 仮設工 N=1式 
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2021000511 

令和３年度 長泉町

配 管 網 図 台 帳 図

（1/500）及び配水管

理図（1/2,500）補正

作成業務委託 

長泉町 

給水区域内 

㈱東日 

沼津市大岡 2240-16 

法人番号 8080101001262 

令和 3年 5月 26日 11,330,000 円 
令和 3年 5月 27日から 

令和 4年 3月 24日まで 

台帳図（2.0㎞、500件） 

配水管属性調書（2.0㎞） 

地形修正（2.0㎞） 

竣工位置図修正（2.0㎞） 

分岐工事位置図修正（100箇所） 

新規管理図作成（2.0㎞） 

上水道配管図管理調書（1.0式） 

県道路占用図作成（1.0式） 

    

2021000512 

令和３年度 南一色

浄水場・配水場電気

設備更新詳細設計業

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 3年 5月 26日 15,400,000 円 
令和 3年 5月 27日から 

令和 4年 1月 28日まで 

南一色浄水場電気設備更新詳細設計 

設計協議、現場調査、受配電設備 

 

南一色配水場電気設備更新ほか基本・詳

細設計 

設計協議、現場調査、ポンプ施設（電

気設備）詳細設計 

管網計算、ポンプ検討（機械・電気

設備）基本設計 

    



 


