
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

子育て支援課

1 平成29年度　富県保育園ペレットボイラー修繕 故障したペレットボイラーの修理 富県保育園 株式会社巴商会 443,836 H30.1.18

2 平成29年度　西箕輪保育園テラス改修 破損したテラス木部の改善 西箕輪保育園 伊那広域シルバー人材センター 768,794 H30.1.12

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満。

(平成29年12月1日～3月31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。

(平成29年12月1日～3月31日契約分)

農政課

1 みはらしファーム野鳥防護ネット設置 野鳥進入防止ネット設置 西箕輪３４１６-１他 とれたて市場 （有）古屋土建 993,600 H29.12.21

2 みはらしファーム屋根改修 屋根瓦隅棟の追加等 西箕輪3900-360他 トマトの木 西武建工（株） 658,800 H30.2.20

3 みはらしファーム排煙設備等設置 排煙設備の設置他 西箕輪3900-100他 ＢＢＱガーデン 西武建工（株） 517,320 H30.2.20

4 みはらしファームロールスクリーン等修繕 ロールスクリーン、玄関天井の修繕 西箕輪３４１５ 草の家 (有)ヤマグチ 136,080 H30.3.14
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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。

(平成29年12月1日～3月31日契約分)

耕地林務課

1 市単土地改良事業　上新田取水管補修工事 用水路補修 富県桜井 農業用水路 (有)鹿野組 194,400 H29.12.4

2 市単土地改良事業　車屋地区水路工事 用水路補修 東春近車屋 農業用水路 岩澤建設㈱伊那支店 374,760 H29.12.6

3 市単土地改良事業　原田井地区水路工事 用水路補修　他 小沢 農業用水路 (有)室岡造園土木 529,200 H30.1.12

4 市単土地改良事業　小出二区水路工事 頭首工　水門補修 小出二区 農業用水路 環境建設(有) 194,400 H29.12.12

5 市単土地改良事業　手良下手良水路修繕工事 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ200布設　L=26m 手良下手良 農業用水路 酒井義文 375,840 H30.1.22

6 市単土地改良事業　中県水路嵩上工事 用水路嵩上　L=26m 美篶中県 農業用水路 ㈱キタハラ 264,600 H30.1.11

7 市単土地改良事業　狐島地区水路工事 ブロック壁補修 狐島 農業用水路 (有)大村工業 388,800 H30.1.17

8 国土保全対策事業　大萱地区水路工事 自由勾配側溝400×500布設 西箕輪大萱 農業用水路 (有)古屋土建 842,400 H30.2.1

9 国土保全対策事業　原田井地区水路工事 頭首工　改修 小沢 頭首工 (有)室岡造園土木 432,000 H30.1.12

10 国土保全対策事業　小沢地区水路工事 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ300布設　L=17m　他 小沢 農業用水路 (有)室岡造園土木 691,200 H30.1.12

11 国土保全対策事業　小出三区水路工事 頭首工　改修 小出三区 頭首工 エビヤ鉄工設備㈱ 405,000 H30.2.14

12 国土保全対策事業　手良八ツ手地区水路工事 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ250布設　L=　　m 手良八ツ手 農業用水路 (有)鹿野組 712,800 H30.1.24

13 国土保全対策事業　下殿島地区水路工事 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ800布設　L=14m 東春近下殿島 農業用水路 (有)田中産業 594,000 H30.2.1

14 国土保全対策事業　赤木地区水路工事 水路マス補修他 西春近赤木 農業用水路 エビヤ鉄工設備㈱ 469,800 H30.2.22
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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。

(平成29年12月1日～3月31日契約分)

観光課

1 平成29年度　　みはらしの湯山の湯露天風呂敷石改修工事
露天風呂の敷石の据え直し及び滑り止め
加工の実施

西箕輪3480番地1 みはらしの湯 ㈲唐木屋石材工芸 409,654 H29.12.26
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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。

(平成29年12月1日～3月31日契約分)

建設課

1 交通安全施設工事 道路標識設置工 2基 西春近 市道　西部１号線 宮下建設㈱ 395,280 H29.12.13

2 舗装維持工事 オーバーレイ工 A=239m2 美篶 市道　六道原31号線 ㈱板倉伊那営業所 550,800 H29.12.18

3 交通安全施設 格子フェンス設置(H=1,100) L=12m, ソフトポールコーン設置(H=800)　N=1
本, 警戒標識抜柱撤去 N=1本 日影 市道　新子東部中線 ㈱ヤマウラ伊那支店 201,960 H29.12.18

4 排水対策工事 自由勾配側溝400型L=3m 舗装工A=2m2 西町 市道　伊那市駅春日町線 環境建設㈲ 448,200 H29.12.12

5 道路維持工事 既設コンクリート削孔　4箇所 野底 市道　上牧野底線 ㈱フォレストコーポレーション 105,840 H29.12.25

6 道路維持工事 重力式擁壁工V=0.3m3
（天端W=0.2m, 底面W=0.35～0.42m, 高さH=0.50～0.90m, 延長L=1.05m） 中央 市道　中央区29号線 宮下建設㈱ 280,800 H30.01.26

7 舗装維持工事 舗装工　L=24.6m, W=5.0～5.1m, A=123m2 上の原 市道　上の原幹線 黒河内建設㈱伊那営業所 918,000 H30.02.01

8 交通安全施設 デリネーター修繕２基、ガードパイプ修繕１基 西箕輪 市道　西部１号線他２路線 岩澤建設㈱伊那支店 111,240 H30.01.29

9 道路維持工事 路面排水工　法面整形A=12㎡　排水管L=8.8m 西春近 市道　西部１号線 宮澤德栄 626,400 H30.02.01

10 交通安全施設工事 ガードレール(Gr-C-4E)撤去・設置工 L=12.0m 手良八ツ手 市道　末広箕輪線 岩澤建設㈱伊那支店 134,784 H30.02.06

11 舗装維持工事 舗装打換工　A=41.0㎡ 荒井 市道　経塚１号線 岩澤建設㈱伊那支店 550,800 H30.02.13

12 舗装維持工事 舗装打換工　A=34.0㎡ 荒井 市道　青木町３号線 ㈱フォレストコーポレーション 471,960 H30.02.13

13 交通安全施設工事 自由勾配側溝300型20m 集水桝300型1基 舗装工12m2 富県 市道　中畑線 ㈲丸美屋建設 907,200 H30.02.16

14 災害復旧工事 もたれ式擁壁工L=5m A=14m2 高遠町長藤 市道　中村小豆坂線 ㈲田中産業 853,200 H30.02.20

15 一般道路改良工事 舗装工A=46m2 西町 城南町1号線 宮下建設㈱ 712,800 H30.02.23

16 橋梁維持工事 間詰めコンクリート工 V=2.38m3 上牧 市道　上牧14号線 ㈲鹿野組 561,600 H30.02.28

17 舗装維持工事 舗装工 A=4.8m2, オーバーレイ工 A=109m2, ガードレール設置工（設置手
間のみ） L=28m 富県 市道　荒井3号線 岩澤建設㈱伊那支店 723,600 H30.02.28

18 舗装維持工事 表層工A=300㎡ 東春近 市道　西部１号線 廣瀬建設工業㈱ 799,200 H30.03.07

19 舗装維持工事 舗装工 L=15.5m, W=2.9m, A=45m2 中央 市道　上の原１号線 岩澤建設㈱伊那支店 572,400 H30.03.12

20 舗装維持工事 土のう工 40袋, 砕石埋戻 V=0.5m3, コンクリート工 V=0.2m3, 舗装工
A=0.2m2 狐島 市道　中央狐島線その２ 長野機材㈱南信支店 199,800 H30.02.23

21 特定路線標識改修工事 標識板取替１枚　標識板改修２枚 高遠町上山田 三峰川橋南交差点 西武建工㈱ 939,600 H30.03.12
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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。

(平成29年12月1日～3月31日契約分)

特定道路整備推進課

1 真坂戸沢線改良工事 道路土工１式　小型水路工4m 構造物撤去工1式 舗装工10m2 西春近 市道　真坂戸沢線 酒井義文 282,960 H29.12.26

2 小黒川スマートインターチェンジ関連　小規模盛土設置工事 小規模盛土　30m3 西町 市道　富士塚３号線 酒井義文 266,760 H30.01.15

3 戸沢上島河原線改良工事　1工区 道路土工1式　小型水路工20m　構造物撤去工1式　舗装工26m2 西春近 市道　戸沢上島河原線 岩澤建設㈱伊那支店 842,000 H30.02.15

4 戸沢上島河原線改良工事　2工区 道路土工1式　小型水路工22m　構造物撤去工1式　舗装工27m2 西春近 市道　戸沢上島河原線 環境建設㈲ 939,600 H30.02.15

5 戸沢上島河原線改良工事　3工区 道路土工1式　小型水路工16m　構造物撤去工1式　舗装工5m2 西春近 市道　戸沢上島河原線 小椋工業㈱ 534,600 H30.02.15

6 市道環状南線関連　取付道路改築工事その２ 道路構造物取壊し工　Ｖ＝１８ｍ3 西町 市道環状南線 西武建工㈱ 604,800 H30.02.09
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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。

(平成29年12月1日～3月31日契約分)

水道整備課

1 北河原浄水場ドア修繕工事 入口ドアの修繕 中央５０２８ 北河原浄水場 ㈲イトウガラス 103,680 H29.10.2

2 上大島配水池ｱﾙﾐﾄﾞｱ下部ｶﾞﾗﾘ設置工事 ドアにガラリを設置 美篶上大島 上大島配水池 ㈲イトウガラス 125,280 H30.3.23

3 大萱配水池ｱﾙﾐﾄﾞｱ下部ｶﾞﾗﾘ設置工事 ドアにガラリを設置 西箕輪７３６３ 大萱配水池 ㈲イトウガラス 125,280 H30.3.23
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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。

(平成29年12月1日～3月31日契約分)

学校教育課

1 平成29年度　　西春近北小学校教頭住宅内部修繕 破損した水道管、給湯器等の修繕 西春近3164-11 西春近北小学校教頭住宅 酒井　義文 174,960 H30.3.5

2 平成29年度　伊那西小学校屋外体育器具修繕工事 屋外体育器具の修繕工事 ますみヶ丘6949番地2 伊那西小学校 加納屋 255,960 H30.1.15

3 平成29年度　富県小学校北側倉庫解体処分工事 老朽化のため危険な廃倉庫の解体処分工事 富県7312番地 富県小学校 エフケー建設㈱ 993,600 H30.2.5

4 平成29年度　美篶小学校屋外体育器具改修工事 屋外体育器具の修繕工事 美篶5350番地1 美篶小学校 加納屋 259,200 H30.1.15

5 平成29年度　手良小学校バルブ取替・漏水修理（緊急）工事
破損し漏水が発生した水道バルブ等の緊
急修繕工事

手良野口222番地 手良小学校 酒井　義文 149,040 H29.12.19

6 平成29年度　東春近小学校屋外体育器具改修工事 屋外体育器具の修繕工事 東春近2312番地 東春近小学校 加納屋 298,080 H30.1.15

7 平成29年度　東春近小学校高圧受電設備単相用変圧トランス改修工事 経年劣化し危険と判断されたトランスの改修工事 東春近2312番地 東春近小学校 伊那電装 831,600 H30.3.5

8 平成29年度高遠小学校給水管東経路仕切弁取付工事 漏水中の給水管への仕切弁取付工事 高遠町西高遠465番地 高遠小学校 ㈱中山工務店 277,560 H30.2.5

9 平成29年度高遠北小学校ランチルーム屋根設置工事 雨漏り屋根の部分屋根設置工事 高遠町長藤4410番地 高遠北小学校 ㈱中山工務店 244,080 H30.1.22

10 平成29年度長谷小学校管理教室棟2階手洗い場排水管修繕工事 排水管水漏れの修繕工事 長谷溝口915番地 長谷小学校 南峰産業 144,720 H30.3.10

11 平成29年度長谷中学校教室廊下網戸設置工事 普通教室及び廊下の網戸設置工事 長谷溝口1080番地 長谷中学校 ㈱中山工務店 399,481 H29.12.20

12 平成29年度高遠中学校体育館前通路照明LED化工事 LED照明への取替工事 高遠町東高遠232番地 高遠中学校 ㈲鎌倉電気工事 179,280 H30.1.29

13 平成29年度高遠中学校管理教室棟教室入口戸取替工事 教室入口戸の取替工事 高遠町東高遠232番地 高遠中学校 エフ・ケー建設㈱ 880,632 H30.1.11

14 平成29年度高遠中学校網戸設置工事 廊下の網戸設置工事 高遠町東高遠232番地 高遠中学校 ㈱中山工務店 480,000 H30.3.12

15 平成29年度長谷中学校給食室水抜栓取替工事 給食室給水管水抜き栓の取替工事 長谷溝口1080番地 長谷中学校 南峰産業 119,880 H30.3.10

16 平成29年度伊那小学校落下防止手摺設置工事 落下防止手摺設置工事 山寺3221番地 伊那小学校 宮下建設 955,800 H30.2.21

17 平成29年度伊那小学校校内電話設備改修工事 校内電話設置工事 山寺3221番地 伊那小学校 伊那電装 745,200 H30.2.26

18 平成29年度西箕輪小学校教室入口引戸改修工事 教室入口引戸の取替工事 西箕輪3900番地138 西箕輪小学校 清野建設㈱ 885,600 H30.2.1

19 平成29年度伊那中学校第2体育館床修繕工事 体育館入口Pタイル張替工事 荒井4460番地 伊那中学校 池田建設 459,000 H30.1.25

20 平成29年度伊那中学校黒板塗替工事 教室黒板の塗替え 荒井4460番地 伊那中学校 宮下建設 928,800 H30.2.21

21 平成29年度伊那東小学校非常ベル設置工事 校舎１Ｆへ非常ベルを増設 境１２４８－１ 伊那東小学校 ＢＩＳＯ 156,600 H30.2.24

22 平成29年度　伊那東小学校体育器具修繕工事 体育館バスケットゴールの修繕 境１２４８－１ 伊那東小学校 （株）加納屋 170,359 H30.3.19

23 平成29年度西春近南小学校　階段改修工事 階段手すり及びグリーンベルトの設置 西春近諏訪形７３７０ 西春近南小学校 池田建設（株） 738,720 H30.3.1

24 平成29年度西春近南小学校　生徒用玄関下駄箱改修工事 生徒用玄関へ下駄箱を設置 西春近諏訪形７３７０ 西春近南小学校 池田建設（株） 119,880 H30.3.1

25 平成29年度西春近南小学校　２Ｆ男子トイレ（大便器）取り替え工事 トイレ大便器を障碍者用へ設置替え 西春近諏訪形７３７０ 西春近南小学校 池田建設（株） 367,200 H30.3.1
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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。

(平成29年12月1日～3月31日契約分)

学校教育課

26 平成29年度東部中学校校庭部室改修工事 校庭部室内の破損個所の修繕 日影５７４９ 東部中学校 エフ・ケー建設㈱ 279,720 H30.2.9

27 平成29年度東部中学校バックネットフェンス安全施設補修工事 バックネットフェンスの断裂部修繕 日影５７４９ 東部中学校 エフ・ケー建設㈱ 146,880 H30.2.9

28 平成29年度東部中学校給食室シャッター修繕工事 給食室電動シャッターの修理 日影５７４９ 東部中学校 エフ・ケー建設㈱ 756,000 H30.2.20

29 平成29年度東部中学校給食室トイレ改修工事 給食室トイレの改修 日影５７４９ 東部中学校 エフ・ケー建設㈱ 874,800 H30.2.16

30 平成29年度春富中学校職員室暖房設備改修工事 職員室へのＦＦヒーターを設置 東春近中殿島２４０８ 春富中学校 伊那電装（株） 788,400 H30.2.5

31 平成29年度春富中学校武道場柔道畳設置替え工事 武道場柔道畳の撤去及び設置替え 東春近中殿島２４０８ 春富中学校 （株）加納屋 531,360 H30.3.19
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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。

(平成29年12月1日～3月31日契約分)

生涯学習課

1 平成29年度　　河南グラウンド遊具撤去工事 スプリング遊具2基・FRP遊具2基撤去 小原755番地 河南グラウンド遊具 ㈱加納屋 116,424 H29.12.7

2 平成29年度　文化センター遊具修繕 木製滑り台の腐食部材取替え 西高遠810番地1 文化センター遊具 ㈱加納屋 125,690 H29.12.7
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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。

(平成29年12月1日～3月31日契約分)

 高遠町総合支所　高遠町農林建設課

1 平成29年度農業公園トイレ改修工事（野笹多目的広場） 便器一式取替及び、浄化槽への繋ぎ込み 高遠町長藤野笹
野笹多目的広場
トイレ

山一建設 302,400 H29.12.2

2 平成29年度　　道路側溝修繕工事　市道荒町旧道線 破損した側溝の修繕 高遠町藤沢荒町 ㈲丸美屋建設 756,000 H30.2.8

3 平成2９年度　舗装路面水処理工事　市道梅町桜町線 舗装路面水処理 高遠町西高遠桜町 渋谷建設 216,360 H30.1.11
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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。

(平成29年12月1日～3月31日契約分)

高遠長谷商工観光課

1 高遠温泉源泉隔測メーター交換工事 源泉機械室隔測メーターの取換交換 高遠町西高遠１１６０ 高遠温泉源泉機械室 (有)池田管工業 648,000 H30.1.16

2 美術館外便所ガラス修繕 美術館外便所のガラス修繕 美術館外便所 (有)イトウガラス 108,000 H29.12.14
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