
小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

危機管理課

1 平成２８年度　狐島防火貯水槽漏水修理工事 漏水箇所修理・点検・清掃 狐島（竜東保育園東側） 防火水槽　狐島2 ㈲春日工業所 37,800 H28.10.12

2 平成２８年度　浦消防詰所解体工事 詰所解体・撤去 長谷浦 消防詰所 山一建設 712,800 H28.10.21

3 平成２８年度　防火水槽蓋嵩上げ工事 防火水槽蓋嵩上げ 山室新井集会所駐車場 防火水槽　山室3 ㈲丸美屋建設 84,240 H28.11.9

4 平成２８年度　引持防火貯水槽補修工事 漏水補修・水槽底打ち 高遠町引持 防火水槽　上山田11 ㈲春日工業所 333,676 H28.11.14

5 平成２８年度　旧伊那消防署外壁塗装剥離工事 外壁塗装剥離 荒井４４６７－１ 旧伊那消防署 ㈲池上鈑金工業 126,360 H28.11.21

6 平成２８年度　防火水槽撤去工事 防火水槽撤去 手良八ッ手１６９７ 防火水槽　八ッ手7 山一建設 248,400 H28.10.26

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

財政課

1 平成28年度　　伊那中教員住宅給水管付設替え工事 公売した建物下にある給水管の付設替え 荒井４８０６番地４ 伊那中教員住宅 ㈲池田管工業 872,586 H28.10.4

2 平成２８年度　旧庁舎第２分室漏水修繕 トイレ系統の漏水修繕 荒井４８９６番地１ 旧庁舎第２分室 ｴﾋﾞﾔ鉄工設備㈱ 302,400 H28.10.27
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

生活環境課

1 道路反射鏡工事 カーブミラーの新設・修繕等 市内７カ所 長野機材㈱南信支店 167,400 H28.8.19
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

子育て支援課

1 平成２８年度美篶西部保育園リズム室天井ファン改修 故障した天井ファンの修理 美篶西部保育園 ㈲池上板金工業 118,800 H28.8.12

2 平成２８年度西春近南保育園リズム室天井ファン改修 故障した天井ファンの修理 西春近南保育園 ㈲池上板金工業 118,800 H28.8.12

3 平成２８年度美篶西部保育園手洗い場塗装工事 剥離した塗装面の塗り替え 美篶西部保育園 ㈱中山工務店 172,800 H28.8.30

4 平成28年度高遠第2・第3保育園遊具修繕 遊具点検に伴う不良個所の改善 高遠町藤沢２２５５ 高遠第2・第3保育園 ㈱加納屋 179,388 H28.9.28

5 平成28年度給食室GHPエアコン修理 故障したGHPエアコンの部品交換 上の原６０６６ 上の原保育園 エビヤ鉄工設備㈱ 243,000 H28.10.12

6 平成28年度竜西保育園外壁補修工事 経年劣化した外壁の補修 荒井４４０８－２ 竜西保育園 アメックスホーム㈲ 421,200 H28.10.19

7 平成28年度スチコン及びブラストチラー修理 給食室の機器の不具合を修理 上の原６０６６ 上の原保育園 ㈲一誠商事 126,360 H28.11.18

8 平成28年度竜北・西春近北保育園FF暖房機更新工事 故障したFF暖房機の更新工事 山寺１４９９－７他 竜北保育園他 ㈲丸屋工業 378,000 H28.11.1
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

耕地林務課

1 平成２８年度　手良八ツ手林道陥没箇所修復工事    陥没した林道への砕石・玉石投入、転圧 手良　八ッ手 林道八ッ手線 ㈲大村工業 151,200 H28.8.9

2 平成28年度　市単林道維持管理事業　林道猪山線工事請負 コンクリート舗装工　Ｌ＝10.0m 西春近 林道猪山線 ㈲古屋土建 410,400 H27.9.12

3 平成28年度　市単林道維持管理事業　西箕輪与地作業道崩落復旧工事 路肩復旧工 西箕輪 作業道 ㈲伊藤建設 417,182 H27.9.16

4 平成28年度　市単林道維持管理事業　林道板沢線工事請負 陥没箇所の修復、路面整正 西春近 林道板沢線 ㈲室岡造園土木 993,600 H27.10.7

5 市単土地改良事業　上新田地区水路工事 水路工　VS400　L＝16m 上新田区 農業用水路 ㈲大村工業 766,800 H28.9.26

6 市単土地改良事業　水上地区表土剥取り工事 表土剥取り　一式 高遠町　藤沢 農地 北濃土木 113,616 H28.10.7

7 市単土地改良事業　芦沢地区水路工事 Vuφ200　L＝6.5m 美篶　芦沢区 農業用水路 酒井　義文 265,680 H28.10.14

8 市単土地改良事業　中坪地区　仮設工事 敷鉄板設置・撤去　60m2 手良　中坪区 ため池 酒井　義文 189,000 H28.11.4

9 国土保全対策事業　鐘付下の堤　浚渫工事 土砂浚渫　一式 手良　中坪区 ため池 酒井　義文 993,600 H28.11.8

10 市単土地改良事業　青島地区水路工事 水路工　BF300 L＝10.6m他 美篶　青島区 農業用水路 エフ・ケー建設㈱ 410,400 H28.11.18

11 国土保全対策事業　境地区水路工事 BF300,横断VS300　L＝45.6m 境区 農業用水路 廣瀬建設工業㈱ 955,800 H28.11.30

12 横山地区畦畔復旧工事 畦畔陥没箇所復旧 横山区 農地 西部重機 107,136 H28.09.15

13 原新田地区水路工事 水路工　L＝12ｍ他 原新田区他 農業用水路 （有）鹿野組 486,000 H28.10.21

14 大坊地区水路工事 土砂除去浚渫工 西町区 農業用水路 （有）室岡造園土木 108,000 H28.10.31

15 小沢地区水路工事 土砂除去、浚渫工 小沢区 農業用水路 （有）室岡造園土木 594,000 H28.11.2

16 上荒井地区水路工事 現場打水路工 荒井区　上荒井 農業用水路 （有）室岡造園土木 637,200 H28.11.28
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

観光課

1 平成２８年度　さくらの湯男女露天風呂通路階段修繕工事 通路階段の修繕 高遠町西高遠９２８番地２ さくらの湯 ㈲ヤマグチ 486,000 H28.10.13
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

高遠長谷商工観光課

1 平成２８年度　城址公園本丸井戸枠設置工事 高遠城址公園藤原社境内の井戸枠設置 東高遠２３０１番地１ 高遠城址公園 エフ・ケー建設株式会社 286,200 H28.10.19

2 平成28年度　城址公園グラウンドバックネット撤去工事 史跡内に存在する不要物の撤去 東高遠2297番地 城址公園グラウンド エフ・ケー建設株式会社 658,800 H28.11.4
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

建設課・特定道路整備推進課

1 道路維持工事 擁壁工Ｌ＝8.0ｍ　敷砂利工Ａ＝12.0㎡ 山寺 観前１号線先 西武建工㈱ 896,400 H28.8.5

2 道路維持工事 法面復旧工Ｌ＝2.5ｍ 山寺 観前２号線 西武建工㈱ 123,120 H28.8.5

3 道路維持工事 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　L=5.0m 上牧 水神橋線 酒井義文 155,520 H28.8.2

4 舗装維持工事 舗装打換　A=70.4m2　ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=9.0m2 境 境東10号線 ㈲田中産業 982,800 H28.8.4

5 道路維持工事 水路修繕　L=8.0m 富県 観浄寺線 ㈲鹿野組 162,000 H28.8.8

6 道路維持工事 薄層カラー舗装　A=12.5㎡　区画線補修　ドット100ｍ 西春近 下島細ヶ谷線 長野機材㈱南信支店 331,800 H28.8.10

7 舗装維持工事 ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=76m2 富県 羽根1号線 小椋工業㈱ 172,800 H28.8.24

8 道路維持工事 Vs布設　Ｌ＝8.0m　集水桝１基 西箕輪 下村１号線 ㈲伊藤建設 777,600 H28.8.25

9 道路維持工事 側溝修繕　L=16.0m 富県 竹松１号線 ㈲鹿野組 378,000 H28.8.26

10 舗装維持工事 舗装打換 A=29.6m2 手良八ツ手 八ッ手４号線 小椋工業㈱ 421,200 H28.8.31

11 舗装維持工事 舗装打換 A=18.4m2　側溝修繕　L=4.0m 手良野口 中耕地６号線 小椋工業㈱ 388,800 H28.8.31

12 交通安全施設工事 舗装工A=13m2 美篶 末広乾竜峡線 廣瀬建設工業㈱ 216,000 H28.9.5

13 舗装維持工事 舗装打換 A=71.0m2 前原 上の原51号線 廣瀬建設工業㈱ 820,800 H28.9.6

14 道路維持工事 側溝修繕　L=2.0m ますみヶ丘 荒井横山２号線 ㈲ＳＯＬ 154,440 H28.9.8

15 交通安全施設工事 区画線復旧　矢印標示　視線誘導標2基 西春近 下島細ヶ谷線 長野機材㈱南信支店 249,480 H28.9.8

16 道路維持工事 VS布設　Ｌ＝6.0m　集水桝１基 荒井 宮本町桜町線 エフ・ケー建設㈱ 716,040 H28.9.12

17 道路維持工事 側溝修繕　L=19.0m 富県 羽根沖中線 ㈲鹿野組 788,400 H28.9.14

18 舗装維持工事 透水性アスファルト舗装　Ｌ=10.0ｍ　Ａ=24.0ｍ 西箕輪 鐘鋳場５号線 ㈲田中産業 410,400 H28.9.26

19 道路防災工事 植生ネット設置　A=30m2　ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ設置　A=3m2 美篶 上大島上下線 廣瀬建設工業㈱ 324,000 H28.9.26

20 道路維持工事 側溝修繕（VS300*300）　Ｌ=22.0ｍ 荒井 通り町元町線 ㈱酒井建設 842,400 H28.9.30

21 道路維持工事 コンクリート擁壁0.87㎡　転落防止柵L=2.0ｍ 西町 伊那部下春日町線 ㈲白鳥土木 885,600 H28.9.30

22 道路維持工事 水路修繕工　Ｕ型側溝　L=9.5ｍ 西町 春日町１号線 ㈲白鳥土木 723,600 H28.10.5

23 舗装維持工事 舗装打換 A=32.9m2 上の原 上の原39号線 岩澤建設㈱伊那支店 304,560 H28.10.7

24 舗装維持工事 舗装ｸﾗｯｸ補修 30箇所 美原 美篶団地1号線 岩澤建設㈱伊那支店 367,200 H28.10.7

25 災害復旧工事 倒木処理・法面復旧　一式 平沢 南沢線 守屋建設㈱ 497,556 H28.10.7
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

建設課・特定道路整備推進課

26 道路維持工事 側溝修繕工　VS側溝　L=6.0ｍ 荒井 荒井横山２号線 ㈲室岡造園土木 367,200 H28.10.14

27 道路維持工事 支障木撤去工一式 西町 ますみヶ丘29号線 ㈲ＳＯＬ 135,000 H28.10.14

28 道路維持工事 側溝修繕　L=9.0m 集水桝新設　１基 手良八ツ手 八ッ手１号線 ㈲鹿野組 496,800 H28.10.21

29 道路維持工事 路肩修繕　盛土・土羽整形　A=28.6㎡ 東春近 大坂線 ㈲田中産業 345,600 H28.10.26

30 道路維持工事 桝改修工　１箇所 西春近 下村藤沢線 サカイ匠建 118,800 H28.11.1

31 舗装維持工事 舗装打換　A=66.7㎡ 荒井 上手町４号線 岩澤建設㈱伊那支店 977,400 H28.11.1

32 一般道路改良工事 施工延長L=12.0m　VS300*300L=4.0m ﾎﾞｯｸｽ300*300L=8.0m 美篶 中県上原線 廣瀬建設工業㈱ 918,000 H28.11.1

33 舗装維持工事 舗装打換　A=36.5㎡ 荒井 経塚１号線 岩澤建設㈱伊那支店 419,040 H28.11.4

34 舗装維持工事 舗装打換　A=52.8m2 富県 阿原１号線 小椋工業㈱ 540,000 H28.11.9

35 舗装維持工事 カラー舗装　A=16.2 停止線 L=9.2m　ｶﾗｰ舗装 A=37.8m2 ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ L=55.0m 手良下手良 志茂南原手良線他１路線 長野機材㈱南信支店 446,040 H28.11.9

36 舗装維持工事 舗装打換　A=69.0㎡ 美篶 六道川手線 ㈲田中産業 982,800 H28.11.21

37 舗装維持工事 舗装打換　A=105.0㎡ 美篶 上原13号線 環境建設㈲ 669,600 H28.11.28

38 交通安全施設工事 グリーンベルト設置工A=32m2 手良下手良 野底手良線 長野機材㈱南信支店 167,400 H28.11.28

39 交通安全施設工事 ｶﾞｰﾄﾞﾎﾟｽﾄ撤去・復旧　３本 手良下手良 野底手良線 ㈱板倉伊那営業所 170,100 H28.11.29
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

都市整備課

1 鳩吹公園複合遊具他修繕工事 複合遊具、ブランコ、滑り台、ターザンロープ修繕 横山7227-1420 鳩吹公園 ㈱加納屋 896,400 H28.8.12

2 山寺駐車場雨水対策工事 コンクリート工　13.2㎡ 山寺3171-1 山寺駐車場 西武建工㈱ 280,800 H28.8.24

3 伊那公園遊具修繕工事 ４連ブランコ、スプリング遊具他修繕 中央5528-1 伊那公園 ㈱加納屋 885,600 H28.10.18

4 山寺駐車場舗装修繕工事 舗装工１０７㎡ 山寺3171-1 山寺駐車場 西武建工㈱ 853,200 H28.11.21
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

水道整備課

1 平成28年度　農集処理場修繕　13 活性炭交換 高遠町上山田 上山田浄化センター 岩澤建設㈱伊那支店 199,692 H28.9.26

2 平成28年度　小出北部浄化センター外灯修繕 処理場内外灯修繕 西春近小出 小出北部浄化センター ㈱原鉄伊那支店 180,954 H28.9.8

3 平成28年度　農集処理場修繕　15(福地) No1微細目ｽｸﾘｰﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 富県北福地 福地浄化センター ㈱原鉄伊那支店 385,560 H28.10.3

4 平成28年度　ポンプ制御盤停電時・復帰時改良工事 電気系統分岐工事 下新田 伊那浄水管理センター 伊那電装㈱ 105,084 H28.9.28

5 平成28年度　リターンローラ交換 ベルトコンベアリタ―ンローラ交換工事 下新田 伊那浄水管理センター ㈱マルニシ 100,116 H28.10.24

6 平成28年度　農集管きょ修繕　４　 小出南部5号MPNo2ﾎﾟﾝﾌﾟ交換 西春近小出 小出南部マンホールポンプ場 ㈱五十鈴 604,800 H28.10.3

7 平成28年度　小出南部1号MP場通報装置交換 小出南部1号MP場通報装置交換 西春近小出 小出南部マンホールポンプ場 ㈱五十鈴 194,400 H28.9.16

8 平成28年度　小出南部2号MP場通報装置交換 小出南部2号MP場通報装置交換 西春近小出 小出南部マンホールポンプ場 ㈱五十鈴 194,400 H28.9.16

9 平成28年度　小出南部1号MP場制御盤改修 小出南部1号MP場制御盤改修 西春近小出 小出南部マンホールポンプ場 ㈱五十鈴 133,920 H28.9.30

10 平成28年度　小出南部2号MP場制御盤改修 小出南部2号MP場制御盤改修 西春近小出 小出南部マンホールポンプ場 ㈱五十鈴 133,920 H28.9.30

11 平成28年度　特環管渠修繕1 公共ます及び取付管修繕 東春近渡場 公共ます 南重建設㈱ 294,840 H28.9.16

12 平成28年度　下水道維持工事　 マンホール周り舗装補修 前原区 マンホール及び市道 白鳥土木 162,000 H28.10.28

13 平成28年度　下水維持工事 マンホール周り舗装補修 西春近小出一区 マンホール及び市道 白鳥土木 172,800 H28.11.9
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

学校教育課

1 平成28年度西箕輪小学校グランド排水側溝浚渫工事 土砂に埋まったグランド側溝の浚渫工事 西箕輪3900-138 西箕輪小学校 古屋土建㈲ 149,148 H28.8.1

2 平成28年度　伊那西小学校　校内電話設備誘雷破損修繕（緊急）工事 落雷によって破損した学校電話設備の修繕工事 ますみヶ丘6949番地2 伊那西小学校 伊那電装㈱ 406,800 H28.8.3

3 平成28年度　東春近小学校登り棒修繕工事 破損遊具の修繕 東春近2312番地 東春近小学校 ㈱加納屋 183,600 H28.8.4

4 平成28年度伊那中学校　東相談室屋根改修工事 雨漏りのする東相談室の屋根改修工事 荒井4460 伊那中学校 宮下建設㈱ 703,080 H28.8.5

5 平成28年度  高遠中学校  体育館ステージ昇降バーワイヤー交換（緊急）工事 体育館ステージ昇降バーワイヤー交換工事 高遠町東高遠２３２ 高遠中学校 ㈱中山工務店 122,040 H28.8.5

6 平成28年度伊那小学校プールろ過機集毛器取替え工事 プールろ過機の集毛器の取替え 山寺3221 伊那小学校 天宝機械㈱ 334,800 H28.8.8

7 平成28年度伊那中学校テニスコートフェンス張り替え テニスコートのフェンスの張り替え 荒井4460 伊那中学校 宮下建設㈱ 601,560 H28.8.8

8 平成28年度　手良小学校危険遊具撤去他工事 危険遊具の撤去及び破損フェンスの修繕 手良野口222番地 手良小学校 エビヤ鉄工設備㈱ 518,400 H28.8.8

9 平成28年プールろ過機集毛器取替え 老朽化したプール濾過機の集毛器取り替え 山寺3221 伊那小学校 天宝機械(株) 334,800 H28.8.8

10 テニスコートフェンス張り替え工事 テニスコートフェンス増設 伊那市荒井4460 伊那中学校 宮下建設(株) 601,560 H28.8.8

11 平成28年度　手良小学校　危険遊具撤去他工事 危険遊具の撤去及びフェンス修繕工事 手良野口222番地 手良小学校 エビヤ鉄工設備(株) 518,400 H28.8.8

12 平成28年度伊那北小学校4-2教室床張り替え工事 老朽化した教室床の張り替え工事 野底83830-3 伊那北小学校 西武建工㈱ 464,400 H28.8.18

13 平成28年度伊那中学校第二体育館玄関ドア交換工事 老朽化した体育館玄関ドアの交換工事 荒井4460 伊那中学校 池田建設㈱ 347,760 H28.8.24

14 平成28年度　西箕輪中学校枯損木伐採処理（緊急）工事 枯損木の伐採処理 西箕輪6569番地1 西箕輪中学校 清野建設㈱ 129,600 H28.8.30

15 平成28年度西箕輪小学校枯損木伐採処理（緊急）工事 学校周囲の枯損木の伐採・枝卸し。 西箕輪3900-138 西箕輪小学校 清野建設㈱ 691,200 H28.8.31

16 第一体育館スチールハンガー戸取替工事 第一体育館北東スチールドア交換 伊那市荒井4460 伊那中学校 宮下建設(株) 399,600 H28.9.1

17 平成28年度  高遠小学校  体育館排煙窓オペレーター修繕工事 体育館排煙窓の修理 高遠町西高遠465 高遠小学校 南信工営㈱ 896,400 H28.9.1

18 平成28年度　美篶小学校　資料館修繕工事 破損した壁面、階段、床の修繕工事 美篶5350番地1 美篶小学校 (有)美すゞ建築 231,962 H28.9.1

19 平成28年度  長谷中学校  体育館コンセント増設工事 体育館コンセント増設工事 長谷溝口1080 長谷中学校 ㈲鎌倉電気工事 162,000 H28.9.2

20 平成28年度　美篶小学校　給水ポンプ取替修繕他工事 破損した給水ポンプ及び屋内消火栓の修繕工事 美篶5350番地1 美篶小学校 エビヤ鉄工設備（株） 648,000 H28.9.2

21 平成28年度　美篶小学校　玄関ドア修繕他工事 破損した玄関ドア及び側溝蓋の修繕工事 美篶5350番地1 美篶小学校 平澤建設工業㈱ 226,800 H28.9.2

22 平成28年度  高遠小学校  体育館廊下トップライト修繕工事 体育館廊下トップライト修理 高遠町西高遠465 高遠小学校 ㈱五十鈴 372,600 H28.9.7

23 平成28年度グランド北側樹木頭止め・枝払い グランド北側樹木の頭止め・枝払い 山寺3221 伊那小学校 池田建設(株) 545,400 H28.9.12

24 消火設備フート弁取替え（緊急）工事 消火設備のフート弁の取替え 野底8380番地3 伊那北小学校 エビヤ鉄鋼設備 122,040 H28.9.12

25 平成28年度視聴覚室アコーディオンカーテン取替え 視聴覚室もアコーディオンカーテンの交換 西箕輪3900番地138 西箕輪小学校 (有)ヤマグチ 473,040 H28.9.16
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

学校教育課

26 平成28年度　東春近小学校　変電設備改修工事（トランス１個交換） 老朽化したトランス１台の交換改修工事 東春近2312番地 東春近小学校 宮原電気工事株式会社 572,400 H28.9.20

27 北校舎北側危険木枝卸処分工事 北校舎北側の危険木の枝卸し・処分 野底8380番地3 伊那北小学校 西武建工(株) 113,400 H28.9.26

28 平成28年度音楽室棟　屋根防水修繕工事 音楽室棟渡り廊下の屋根防水修繕 山寺3221 伊那小学校 池田建設(株) 188,028 H28.9.30

29 平成28年度　伊那西小学校　教室窓飛散防止フィルム貼り工事 教室窓の飛散防止フィルム貼り工事 ますみヶ丘6949番地2 伊那西小学校 宮原硝子店 396,444 H28.10.19

30 平成28年度  長谷中学校  落下防止手摺取付工事 落下防止手摺取付工事 長谷溝口1080 長谷中学校 上原屋建築 153,986 H28.10.20

31 平成28年度  高遠中学校  体育館ステージバトン交換（緊急）工事 体育館ステージバトン交換 高遠町東高遠232 高遠中学校 ㈱中山工務店 159,840 H28.10.26

32 平成28年度  高遠中学校  校内無線LANシステム既設改修工事 校内無線LANシステム既設改修 高遠町東高遠232 高遠中学校 伊那電装㈱ 237,600 H28.11.1

33 平成28年度　西箕輪中学校　給水管破損修繕（緊急）工事 破裂した給水管の緊急修繕工事 西箕輪6569番地1 西箕輪中学校 廣瀬建設工業(株) 419,040 H28.11.7

34 平成28年度プールヒマラヤスギ枝おろし工事 プール南側のヒマラヤスギの枝おろし 山寺3221 伊那小学校 池田建設(株) 345,600 H28.11.24
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

文化振興課

1 平成28年度　伊那図書館サッシ修繕工事 破損したサッシの修繕 荒井3417-2 伊那図書館 (株)ヤマウラ伊那支店 120,960 H28.10.21

2 平成28年度　伊那図書館オイルギヤポンプ修繕工事 破損したオイルギヤポンプの修繕 荒井3417-2 伊那図書館 （株）マツハシ冷熱伊那支店 355,320 H28.11.11

3 平成２８年度　強化障子紙貼り替え工事 敗れ、壊れの障子紙貼り替えの修繕 東高遠2074 伊那市民俗資料館 秋山内装 184,000 H28.8.1

4 平成28年度絵島囲み屋敷　忍び返し塀修繕工事 破損した忍び返し塀の修繕 東高遠457 高遠町歴史博物館 三義建築 614,520 H28.10.21

5 信州高遠美術館イベント用外部コンセント設置工事 外部照明のために美術館南外壁にコンセント設置 東高遠400 信州高遠美術館 鎌倉電気工事 167,400 H28.8.22
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

スポーツ振興課

1 平成28年度　ますみが丘平地林クロスカントリーコース修繕工事 コースの不陸整正 ますみが丘６９９８－１１他 ますみが丘平地林クロスカントリーコース ㈲室岡造園土木 340,200 H28.8.15

2 平成28年度　伊那市民体育館メインアリーナトップライト漏水修繕工事 天窓雨漏りの修繕 伊那市西町５８３４－８ 伊那市民体育館メインアリーナ 宮下建設㈱ 478,440 H28.9.28

3 平成28年度　伊那市民プールインターロッキング改修工事 沈下したインターロッキングブロックの改修 伊那市中央５９５０ 伊那市民プール 西武建工㈱ 454,356 H28.10.7

4 平成28年度　西春近南小学校校庭照明設備改修工事 校庭照明ランプ取替作業2個 西春近７３７０ 西春近南小学校校庭 伊那電装（株） 172,800 H28.11.25
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

高遠町総合支所　市民福祉課

1 平成28年度　　高遠町保健センタ－　自動ドア（扉）改修工事 玄関ドア１ケ所・室内防火扉２ケ所 高遠町西高遠810-1 高遠町保健センタ－ ㈱長野ナブコ 972,000 H28.8.8
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

 高遠町総合支所　高遠町農林建設課

1 平成28年度　道路側溝修繕 側溝修繕 高遠町　三番 市道三番除組線 エフ・ケー建設㈱ 756,000 H28.8.8

2 平成28年度　道路側溝修繕工事 側溝修繕 高遠町　台殿 市道台川端線 ㈲しげの 864,000 H28.8.18

3 平成28年度　道路側溝修繕工事 側溝修繕 高遠町　三栄 市道公民館北線 ㈲しげの 264,600 H28.8.23

4 平成28年度　舗装路盤修繕工事 路盤修繕 高遠町　川辺 市道川辺ワタド線 渋谷建設 648,000 H28.8.23

5 平成28年度　道路舗装修繕工事 舗装修繕 高遠町　片倉南原 市道南原中線 ㈲しげの 648,000 H28.8.22

6 平成28年度　舗装修繕工事 道路舗装修繕 高遠町　金井 市道金井河原線 環境建設㈲ 756,000 H28.8.23

7 平成28年度　排水路修繕工事 排水路修繕 高遠町　上山田芝平 ㈲丸美屋建設 334,800 H28.8.18
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

長谷総合支所　総務課

1 平成28年度短期体験居住施設３号給湯器等修繕 破損した給湯器等の修繕 伊那市長谷溝口1517 短期体験居住施設３号棟 南峰産業 196,560 H28.11.18
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小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※

番号 工事等名称 工事等の概要 工事等の場所  対象施設等の名称 採用者名  採用価格（税込） 契約日

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満１００万円未満１００万円未満１００万円未満。

(平成28年8月1日～11月30日契約分)

長谷総合支所　農林建設課

1 平成28年度 舗装維持工事 歩道の舗装修繕 長谷溝口 市道 溝口戸台線 岩澤建設㈱伊那支店 540,000 H28.9.15

2 平成28年度 林道南アルプス線改良工事 県単関連 ガードロープの修繕 長谷黒河内 林道 南アルプス線 (有)しげの 169,560 H28.9.2

3 平成28年度 林道南アルプス線改良工事 公共関連 落石防止網支柱撤去ほか 長谷黒河内 林道 南アルプス線 コウリョウ建設㈱ 453,600 H28.11.4

4 平成28年度 土地改良事業小水路修繕工事 水路漏水防止工 長谷黒河内 農業用水路 ㈱水野組 402,840 H28.9.8

5 平成28年度 鷹岩取水口整備工事 取水口の土砂掘削除去 長谷黒河内 鷹岩取水口 エフ・ケー建設㈱ 386,100 H28.9.14
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