
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

生活環境課

1 平成29年度　坂下公衆トイレ洋式便器取替工事 和式便器を洋式便器に取替（男１・女１） 坂下3309番地11 坂下公衆トイレ エビヤ鉄工設備㈱ 496,800 H29.9.26

2 平成29年度　伊那公民館前公衆トイレ洋式便器取替工事 和式便器を洋式便器に取替（男１） 中央4962番地3 伊那公民館前公衆トイレ エビヤ鉄工設備㈱ 248,400 H29.9.26

3 平成29年度　伊那市営火葬場機械室断熱修繕工事 機械室壁面の断熱材による断熱工事 山寺3014番地2 伊那市営火葬場 池田建設㈱ 881,280 H29.11.17

4 平成29年度　伊那市営火葬場マンホール補修修繕 雨水升蓋取替及びコンクリート打設 山寺3014番地2 伊那市営火葬場 ㈱マツシマ 108,000 H29.11.8

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満。

(平成29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。

(平成29年8月1日～11月30日契約分)

社会福祉課

1 平成29年度　　社会福祉協議会　外壁修繕工事 外壁及び天井の破損部分の修繕 伊那市山寺298番地1 伊那市社会福祉協議会 西武建工株式会社 498,960 H29.11.1
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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。

(平成29年8月1日～11月30日契約分)

農政課

1 みはらしファーム屋根瓦補修工事 瓦屋根の補修と不要物の撤去 西箕輪羽広３４１６-１他」
とれたて市場
そば処名人亭

西武建工（株） 224,640 H29.11.2
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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8月1日～11月30日契約分)

耕地林務課

1 国土保全対策事業　野底水路修繕工事 用水路布設替え(BF300  L=38m) 野底 農業用水路 宮下建設㈱ 799,200 H29.10.2

2 国土保全対策事業　境区水路工事 用水路布設替え(BF300  L=16m他) 境 農業用水路 廣瀬建設工業㈱ 702,000 H29.10.10

3 国土保全対策事業　下新田水路改修工事 用水路布設替え(BF300  L=26m) 下新田 農業用水路 (有)河野土木 982,800 H29.10.13

4 国土保全対策事業　上新田区水路改修工事 用水路布設替え(VS400  L=17.5m) 上新田 農業用水路 (有)大村工業 834,840 H29.10.17

5 国土保全対策事業　美篶上原水路修繕工事 用水路布設替え(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ  L=6m) 美篶上原 農業用水路 ㈱キタハラ 972,000 H29.10.20

6 国土保全対策事業　上戸中条井地区水路工事 法面工(ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ L=10m) 西箕輪 農業用水路 (有)古屋土建 324,000 H29.9.14

7 国土保全対策事業　小屋敷地区水路工事 用水路布設替え(VS400  L=6m) 西春近小屋敷 農業用水路 環境建設(有) 788,400 H29.10.31

8 国土保全対策事業　横山地区水路工事 水路法面工(丸太筋工L=12m) 横山 農業用水路 エビヤ鉄工設備㈱ 864,000 H29.11.2

9 市単土地改良事業　下小沢地区水路工事 土砂浚渫工(V=35m3) 小沢下小沢 農業用水路 (有)室岡造園土木 110,160 H29.8.3

10 市単土地改良事業　美原地区水路防護柵工事 防護柵設置工(L=18m) 美原 農業用水路 (有)大村工業 226,800 H29.9.2

11 市単土地改良事業　中央区水路布設工事 用水路布設替え(VS400  L=12.5m) 中央 農業用水路 廣瀬建設工業㈱ 226,800 H29.10.10

12 市単土地改良事業　新山今泉水路改修工事 用水路布設替え(BF350  L=10.5m他) 北新区今泉 農業用水路 (有)鹿野組 486,000 H29.10.8

13 市単土地改良事業　日影区水路改修工事 用水路布設替え(BF300  L=10.9m他) 日影区 農業用水路 清野建設㈱ 421,200 H29.10.23

14 市単土地改良事業　手良中坪水路修繕工事 ﾋｭｰﾑ管補強工(L=6m) 手良中坪 農業用水路 酒井義文 302,400 H29.10.13

15 市単土地改良事業　阿原地区水路工事 取水口交換（VP125　４ｍ×２箇所） 南福地阿原 農業用水路 小椋工業㈱ 129,600 H29.10.17

16 市単土地改良事業　坂下地区水路工事 丸太筋工L=7m他 坂下 農業用水路 ㈱酒井建設 172,800 H29.11.9
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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。

(平成29年8月1日～11月30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 H29.10.26
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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8月1日～11月30日契約分)

建設課

1 舗装維持工事 舗装打換　A=89㎡ 美篶 市道　下県11号線 岩澤建設㈱伊那支店 896,400 H29.8.2

2 道路維持工事
浸透インターロッキングブロック設置
A=3.6m2

下新田 市道　南河原横道線 酒井義文 193,320 H29.8.1

3 交通安全施設工事 ガードレール設置 L=10.5m 野底 市道　野底手良線 長野機材㈱南信支店 117,936 H29.8.1

4 交通安全施設工事 外側線L=166m、記号L=20.5m 美篶 市道　上原16号線他 長野機材㈱南信支店 104,209 H29.8.9

5 舗装維持工事 舗装打換　A=45.9㎡ 西箕輪 市道　大沢８号線 岩澤建設㈱伊那支店 550,800 H29.8.7

6 道路維持工事 目地補修工一式 荒井 市道　室町10号線他１路線 西武建工㈱ 146,880 H29.8.7

7 交通安全施設工事
区画線設置工　L=219m　カラー塗装工
A=58.4m2

富県 市道　桜井殿島線 宮澤德栄 403,661 H29.8.7

8 舗装維持工事 舗装打換　A=77.0㎡ 西春近 市道　赤木下牧線 ㈲田中産業 939,600 H29.8.10

9 舗装維持工事
薄層カラー舗装A=12.0㎡　徐行2箇所　制動
心理6本

東春近 市道　渡場車屋線 長野機材㈱南信支店 233,280 H29.8.25

10 道路維持工事 L型側溝撤去・再設置 山寺 市道　山寺坂下線 ㈲伊那シゲノ組 326,160 H29.8.28

11 舗装維持工事 舗装工L=29.0m, W=3.5m, A=60m2 福島 市道　宮の上2号線 西武建工㈱ 529,200 H29.8.30

12 道路維持工事 自由勾配側溝横断用400×400 L=8.0m 上の原 市道　上の原45号線 宮下建設㈱ 907,200 H29.8.30

13 交通安全施設工事 重力式擁壁V=0.5m3　舗装A=17m2 富県 市道　阿原竹松線 小椋工業㈱ 324,000 H29.9.1

14 舗装維持工事 舗装打換　A=52.5㎡ 西町 市道　丸林伊勢並線 廣瀬建設工業㈱ 583,200 H29.9.1

15 舗装維持工事 オーバーレイ工 L=27.0m W=3.0m A=81m2 手良中坪 市道　下村美篶線 小椋工業㈱ 324,000 H29.9.6

16 道路維持工事
甲蓋布設替工　特車U甲蓋240×500 N=20
枚

美篶 市道　杖突街道線 ㈲大村工業 205,200 H29.8.31

17 道路維持工事 オーバーレイ工 L=98.5m W=1.0～4.2m 富県 市道　上中島１号線 小椋工業㈱ 583,200 H29.9.13

18 道路維持工事

市道　八ツ手4号線(5004)　石積工
L=11.0m, SL=0.80～1.70m, A=16m2
市道　下手良4号線(5275)　法面整形工
A=1m2

手良八ツ手 市道　八ツ手4号線他 ㈲伊那シゲノ組 626,400 H29.9.15

19 道路維持工事
桝蓋グレーチング 1300×650 T25 2枚割1
組、
VSグレーチング横断用 400×1000 1枚

上牧 市道　上牧笠原線 守屋建設㈱ 529,200 H29.9.19

20 道路維持工事 側溝修繕工　①L=3.6m②L=1.7m 西町 市道　荒井狐島線 ㈲白鳥土木 230,040 H29.9.19
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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8月1日～11月30日契約分)

建設課

21 道路維持工事
コンクリートスラブ L=4.2m, W=1.6m, グレー
チング500×1,000 3枚

美篶 市道　下川手１号線 酒井義文 799,200 H29.9.28

22 舗装維持工事

市道　八ツ手9号線(5009)オーバーレイ工
L=40.2m, W=2.6～3.0m
市道　八ツ手5号線(5005)オーバーレイ工
L=12.6m, W=2.2m
総面積A=144m2

手良八ツ手 市道　八ツ手9号線他 廣瀬建設工業㈱ 334,800 H29.10.2

23 交通安全施設工事
外側線L=275m、センター破線L=35m、ドット
マークL=94m、文字L=29.5m

手良下手良 市道　末広箕輪線 宮澤德栄 235,558 H29.9.27

24 交通安全施設工事 地点名標識設置2枚 手良下手良 市道　末広箕輪線 ㈱板倉伊那営業所 399,600 H29.9.29

25 道路維持工事 側溝修繕工　ロングUL=2.0m　特車UL=1.0m 荒井 市道　上荒井１１号線 ㈱酒井建設 216,000 H29.9.25

26 道路維持工事 排水管布設　L=6.3m　表層工A=19.0㎡他 西春近 市道　東方・諏訪形線 環境建設㈲ 442,800 H29.10.6

27 交通安全施設工事

カラー舗装 A=24.0m2, 区画線W=150
L=20m, 横断歩道W=450 L=3m×7本=21m,
停止線W=450 L=3m×2本=6m, ガードパイ
プ（門型）ダークブラウン2.5m 3本, ソフトポー
ルコーンH=800（橙色）1本, 自由勾配側溝横
断用300型グレーチング溶接　1箇所

境 市道　境新子線 ㈱板倉伊那営業所 756,000 H29.10.4

28 舗装維持工事 試掘調査・復旧工　A=5.4㎡ 山寺 市道　伊那北停車場山寺上村線 岩澤建設㈱伊那支店 313,200 H29.10.2

29 交通安全施設工事
区画線設置L=９９ｍ　車線分離標設置N=13
本

西町 市道　日影沢線 長野機材㈱南信支店 635,040 H29.9.25

30 舗装維持工事 舗装沈下部修繕　表層工A=13.8㎡他 東春近 市道　中組河原田２号線 岩澤建設㈱伊那支店 308,880 H29.10.10

31 道路維持工事 車U側溝布設替え　L=16.0m 西箕輪 市道　上溝１７号線 ミヤコ商会㈱ 448,200 H29.10.20

32 交通安全施設工事 表層工A=39m2 富県 市道　羽根沖中線 小椋工業㈱ 529,000 H29.10.20

33 舗装維持工事 舗装打換工A=70.0㎡ 西箕輪 市道　上戸伊那線 廣瀬建設工業㈱ 615,600 H29.10.30

34 舗装維持工事 舗装打換工A=57.6㎡ 西箕輪 市道　大萱１号線 廣瀬建設工業㈱ 496,800 H29.10.30

35 一般道路改良工事 表層工A=70m2 日影 市道　日影23号線 清野建設㈱ 691,200 H29.11.10

36 道路維持工事 水路補修工　２箇所 ますみヶ丘 市道　小黒原１号線他１路線 ㈲ＳＯＬ 203,040 H29.11.6

37 交通安全施設工事
外側線L=117.0m センターラインL=20.0m 減
速帯L=70.8m

美篶 市道　上大島笠原線 長野機材㈱南信支店 101,517 H29.11.8

38 舗装維持工事
舗装工A=10m2, オーバーレイ工A=98m2, L
型擁壁設置工L=12.0m

中央 市道　中央区27号線 廣瀬建設工業㈱ 864,000 H29.11.17

39 舗装維持工事
舗装工A=15m2、暗渠排水管布設工VPφ
100（有孔管）Ｌ＝6.5ｍ

富県 市道　金鳳寺線 ㈲鹿野組 248,400 H29.11.15

40 舗装維持工事 舗装工　A=57m2 美篶 市道　宮参り線 廣瀬建設工業㈱ 669,600 H29.11.17
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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8月1日～11月30日契約分)

建設課

41 排水対策工事 集水桝1基、浸透桝1基 日影 市道　下原4号線 廣瀬建設工業㈱ 745,200 H29.11.24

42 一般道路改良工事 現場打擁壁V=0.07m3 舗装A=5m2 上新田 市道　上新田12号線 小椋工業㈱ 90,720 H29.11.16

43 交通安全施設工事 道路土工一式、車U300AL=16.0m 東春近 市道　藤口河原線 ㈲田中産業 766,800 H29.11.27

44 道路維持工事 白沢名廻り橋　水路補修一式 西春近 市道　白沢２号線 西武建工㈱ 540,000 H29.11.17
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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8月1日～11月30日契約分)

特定道路整備推進課

1
小黒川スマートインターチェンジ関連
区画線設置工事

区画線工　矢印（右折）　L=31.6ｍ、矢印（直進・・
予告）　Ｌ＝12.6ｍ、矢印(右折、左折・・予告）　Ｌ
＝26.8ｍ、実線（外側線）　Ｌ＝10ｍ、文字（東京・
長野方面）3箇所　Ｌ＝216ｍ、文字（名古屋方面）
3箇所　Ｌ＝144ｍ

市道　荒井横山線 西町 長野機材㈱南信支店 386,640 H29.9.15

2
小黒川スマートインターチェンジ関連
取付道路舗装工事

表層工　Ａ＝225㎡ 市道　荒井横山線 西町 清野建設㈱ 734,400 H29.9.26

3
環状南線関連
取付道路整正工事

樹木抜根　6本 市道　環状南線 西町 ㈲室岡造園土木 270,000 H29.11.28
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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。

(平成29年8月1日～11月30日契約分)

都市整備課

1 春日公園看板撤去工事 看板撤去 西町５９４９－１ 春日公園 ㈲室岡造園土木 102,600 H29.10.5

2 警察官舎前ポケットパーク複合遊具修繕工事 滑り台滑走面取替 上新田１９５２－２ 警察官舎前ポケットパーク ㈱加納屋 390,852 H29.11.14
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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8月1日～11月30日契約分)

水道整備課

1 北河原浄水場　ドア修繕工事 扉の修繕 中央５０２８ 北河原浄水場 ㈲イトウガラス 103,680 H29.9.12

2 平成29年度　農集路面復旧工事　１ 路面復旧 南割 国道３６１号 岩澤建設㈱伊那支店 394,200 H29.8.1

3 雑用水管漏水修繕工事 漏水管修繕 西箕輪7311 大萱浄化センター ㈱五十鈴 352,080 H29.8.24

4 平成２９年度　農集処理場修繕　７ 原水ポンプNo.1交換 東春近9786-1 春富浄化センター 第一公害プラント㈱ 313,200 H29.8.28

5 平成29年度　農集路面復旧工事　2 路面復旧 西春近 市道223号 (有)田中産業 140,400 H29.9.1

6 平成29年度　公共処理場修繕３ 太陽光パワコンファン交換 下新田2990 伊那浄水管理センター 長野三菱電機機器販売㈱ 382,320 H29.9.4

7 公共マス修繕工事 公共マス修繕 高遠町千年町 (有)しげの 324,000 H29.9.5

8 平成29年度　舗装修繕工事 ２ 路面復旧 高遠町小原 小原瀬戸 岩澤建設㈱伊那支店 136,620 H29.9.5

9 平成29年度　公共路面復旧工事　１ 路面復旧 境 市道2371号 岩澤建設㈱伊那支店 136,080 H29.9.8

10 農集管きょ修繕　４ ポンプケーブル交換 高遠町上山田2170-8 芝平マンホールポンプ場 岩澤建設㈱伊那支店 479,520 H29.9.11

11 山寺ポンプ場UPS用バッテリー交換 UPS用バッテリー交換 山寺1956-12 山寺ﾎﾟﾝﾌﾟ場 伊那電装㈱ 178,848 H29.9.15

12 平成29年度ﾏﾝﾎｰﾙ補修工事２ マンホールかさ上げ 下牧 国道１５３号線 日之出建工㈱ 160,380 H29.9.20

13 非持地区浄化センター脱離液ポンプNo.2交換工事 脱離液ポンプNo.2交換 長谷非持３８３－２ 非持浄化センター ㈱五十鈴 199,800 H29.10.7

14 農集管きょ修繕　5 No.2ポンプ交換 長谷非持923-1 非持１号マンホールポンプ場 ㈱五十鈴 993,600 H29.10.10

15 マンホールポンプ場電源改修工事 電線交換他 長谷非持511 非持３号マンホールポンプ場 ㈱五十鈴 153,360 H29.10.11

16 小出島浄化センター自家発始動用電池触媒栓交換 電池触媒栓交換 西春近2785 小出島浄化センター 伊那電装㈱ 143,640 H29.10.11

17 マンホールポンプ場電源改修工事 電線交換他 長谷非持598 非持２号マンホールポンプ場 ㈱五十鈴 116,640 H29.10.12

18 マンホールポンプ場電源改修工事 電線交換他 長谷非持193-3 非持４号マンホールポンプ場 ㈱五十鈴 114,480 H29.10.12

19 山寺ポンプ場バッテリー交換 自家発始動用バッテリー交換 山寺1956-12 山寺ﾎﾟﾝﾌﾟ場 伊那電装㈱ 289,440 H29.10.20

20 市野瀬地区浄化センター制御盤メーター更新 制御盤メーター交換 長谷市野瀬1009-1 市野瀬浄化センター ㈱五十鈴 179,280 H29.10.30

21 特環管渠修繕４ 水位計交換 西春近3003 小出島５号マンホールポンプ場 日本クリーンアセス㈱ 222,480 H29.11.1

22 小出南部浄化センター消防設備修繕 消火器取替 西春近3756 小出南部浄化センター （有）新井機械ポンプ商会 142,400 H29.11.1

23 平成29年度　公共処理場修繕５ ポンプ交換 下新田2990 伊那浄水管理センター (有)林電機商会 513,000 H29.11.8

24 大萱ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場水位計更新 水位計(ﾌﾞﾛﾜｰ）交換 西箕輪4675-1 大萱２号マンホールポンプ場 中信アスナ㈱ 196,560 H29.11.15

25 農集管渠修繕　６ ポンプ交換 西春近352 小出北部4号マンホールポンプ場 ㈱原鉄伊那支店 325,000 H29.11.20
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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8月1日～11月30日契約分)

水道整備課

26 特環処理場修繕　１ 放流流量計変換機交換 東春近6309-1 殿島浄化センター メタウォーター㈱ 820,800 H29.11.20
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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8月1日～11月30日契約分)

学校教育課

1 平成29年度　伊那小学校　扇風機取付工事 普通教室への扇風機設置工事 山寺3221番地 伊那小学校 (有)林電機商会 460,080 H29.8.4

2 平成29年度　伊那小学校　支障木伐採工事 サクラ・ヒマラヤスギの支障木伐採工事 山寺3221番地 伊那小学校 池田建設 496,800 H29.10.2

3 平成29年度　伊那小学校　支障木枝払い工事 グランドケヤキの支障木枝払い工事 山寺3221番地 伊那小学校 池田建設 238,680 H29.10.2

4 平成29年度　伊那小学校　樋清掃工事 体育館雨樋の高所作業清掃工事 山寺3221番地 伊那小学校 池田建設 363,960 H29.11.6

5 平成29年度　伊那北小学校　防火シャッター改修工事 経年劣化による防火シャッター改修工事 野底8380番地3 伊那北小学校 伊那エンジニアリング 999,000 H29.9.27

6 平成29年度　伊那北小学校　ユリノキ枝降し処分工事 ユリノキの高木枝処理工事 野底8380番地3 伊那北小学校 西武建工(株) 594,000 H29.10.25

7 平成29年度　富県小学校　舗装打換工事 経年劣化した舗装の打換工事 富県535番地2 富県小学校 岩澤建設 594,000 H29.10.10

8 平成29年度　富県小学校　県道支障木伐採他処理工事
NTT線へ支障の恐れが大きい樹木の伐採
処理工事

富県535番地2 富県小学校 清野建設 313,200 H29.10.30

9 平成29年度　美篶小学校　体育館北倒木処理（緊急）工事 学校建物へ倒れた樹木の処理工事 美篶5350番地1 美篶小学校 清野建設 342,360 H29.10.20

10 平成29年度　美篶小学校　特別教室棟北支障木伐採処理工事
校舎及び電線への支障の恐れが大きい
樹木の伐採工事

美篶5350番地1 美篶小学校 清野建設 464,400 H29.11.20

11 平成29年度　手良小学校　昇降口ドア塗装・ダウンライト取替工事
昇降口ドア塗装及びダウンライトLED 交換
工事

手良野口222番地 手良小学校 池田建設 313,200 H29.10.30

12 平成29年度　手良小学校　管理教室棟東側軒天塗装工事 管理教室棟東側3階軒天の塗装工事 手良野口222番地 手良小学校 池田建設 129,600 H29.11.13

13 平成29年度　西箕輪小学校　体育館東側支障木伐採工事 ユリノキの高木枝処理工事 西箕輪3900番地138 西箕輪小学校 清野建設㈱ 464,400 H29.8.10

14 平成29年度　西箕輪小学校　渡り廊下シャッター取替工事 経年劣化によるシャッター取替工事 西箕輪3900番地138 西箕輪小学校 竹腰工業所 194,400 H29.8.21

15 平成29年度　西箕輪小学校　渡り廊下雨除けカーテン設置工事 雨除けビニールカーテン設置工事 西箕輪3900番地138 西箕輪小学校 (有)ヤマグチ 305,640 H29.8.28

16 平成29年度　西箕輪小学校　消防設備改修工事
消火ポンプ等不良個所の消防設備改修
工事

西箕輪3900番地138 西箕輪小学校 伊那エンジニアリング 190,080 H29.9.27

17 平成29年度　西箕輪小学校　支障木伐採（緊急）工事
台風の影響による支障木の処理・伐採工
事

西箕輪3900番地138 西箕輪小学校 清野建設㈱ 116,640 H29.9.29

18 平成29年度　西春近北小学校　誘導灯・煙感知器交換工事（緊急） 体育館の誘導灯・煙感知器交換工事 西春近191番地 西春近北小学校 株式会社BISO 162,000 H29.10.30

19 平成29年度　高遠小学校　プレイルーム排煙窓オペレーター修繕
プレイルーム排煙窓オペレーター修繕工
事

高遠町西高遠465番地 高遠小学校 南信工営㈱ 248,400 H29.8.1

20 平成29年度　高遠小学校　体育館排煙窓オペレーター 体育館排煙窓オペレーター工事 高遠町西高遠465番地 高遠小学校 南信工営㈱ 432,000 H29.11.28

21 平成29年度　長谷小学校　教室床修繕工事 教室床の一部張替穴埋め工事 長谷溝口915番地 長谷小学校 中山工務店㈱ 110,700 H29.11.6

22 平成29年度　伊那中学校　第1体育館サッシ修繕工事 経年劣化による体育館サッシの修繕工事 荒井4460番地 伊那中学校 池田建設 550,800 H29.9.25

23 平成29年度　伊那中学校　第2体育館サッシ修繕工事 経年劣化による体育館入口の修繕工事 荒井4460番地 伊那中学校 池田建設 513,000 H29.9.25

24 平成29年度　伊那中学校　外水道設置工事 花壇用外水道の新設工事 荒井4460番地 伊那中学校 エビヤ鉄工設備 151,200 H29.11.1

25 平成29年度　西箕輪中学校　台風被害支障木伐採（緊急）工事
台風により被害を受けた支障木の伐採処
理工事

西箕輪3900番地138 西箕輪中学校 清野建設 189,000 H29.9.28
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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。

(平成29年8月1日～11月30日契約分)

学校教育課

26 平成29年度　西箕輪中学校　県道支障木伐採工事
電線及びケーブル線に支障の恐れが大き
い樹木の伐採処理工事

西箕輪3900番地138 西箕輪中学校 清野建設 280,800 H29.10.23

27 平成29年度　西箕輪中学校　校内通学路支障木伐採他工事
倒木の恐れの大きい樹木の伐採処理工
事

西箕輪3900番地138 西箕輪中学校 清野建設 208,000 H29.11.17

28 平成29年度　西箕輪中学校　分電盤ブレーカー改修工事 不良分電盤の改修工事 西箕輪3900番地138 西箕輪中学校 伊那エンジニアリング 111,240 H29.11.27

29 平成29年度　長谷中学校　屋上防水工事 雨漏り防止のための屋上防水工事 長谷溝口1080番地 長谷中学校 池田建設㈱ 490,320 H29.11.10

30 平成29年度　春富中学校体育館ネットワーク工事 体育館へのネットワーク引込み工事 東春近中殿島２４０８ 春富中学校 伊那電装（株） 189,000 H29.8.14
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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8月1日～11月30日契約分)

生涯学習課

1 平成29年度伊那公民館東側水路嵩上げ工事 排水溝の嵩上げ 伊那市中央 伊那公民館 宮下建設㈱ 302,400 H29.9.25

2 平成29年度河南グラウンド遊具撤去工事 スプリング遊具撤去 伊那市高遠町小原 河南グラウンド ㈱加納屋 116,424 H29.8.7

3 平成29年度文化センター遊具修繕 木製滑り台修理 伊那市高遠町西高遠 文化センター ㈱加納屋 125,690 H29.8.7

15/19



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8月1日～11月30日契約分)

文化振興課

1 伊那図書館高圧電気設備機器修繕工事 高圧電気設備機器の取替 荒井3417-2 伊那図書館 宮原電気工事（株） 864,000 H29.8.25

2 伊那図書館昇降機設備修繕工事 昇降機設備の取替 荒井3417-2 伊那図書館 （株）ハイン松本営業所 168,048 H29.9.8

3 伊那市創造館１Ｆエアコン系統ガス漏れ調査修繕 ガス漏れ調査修繕 荒井3520 伊那市創造館 エビヤ鉄工設備（株） 199,260 H29.8.1

4 絵島囲み屋敷雨戸・戸袋改修工事 雨戸・戸袋改修 高遠町東高遠457 高遠町歴史博物館 三義建築 250,020 H29.9.15

5 高遠町歴史博物館スロープアルミ手摺工事 アルミ手摺設置 高遠町東高遠457 高遠町歴史博物館 三義建築 260,280 H29.9.20

6 伊那市民俗資料館障子張替修繕工事 障子張替修繕 高遠町東高遠2074 伊那市民俗資料館 秋山内装 103,000 H29.10.6
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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8月1日～11月30日契約分)

スポーツ振興課

1 平成29年度　　三義運動場水銀灯修繕 破損した照明灯の修繕 高遠町山室2443 三義運動場 ㈲鎌倉電気工事 152,280 H29.9.29

2 平成29年度　市民体育館メインアリーナ電動オペレータ修繕 破損した電動オペレータの修繕 西町5834 市民体育館 宮下建設㈱ 637,200 H29.8.30

3 平成29年度　河南グラウンド擁壁改修 破損した擁壁の改修 高遠町小原755 河南運動場 山一建設 939,600 H29.8.4

4 平成29年度　伊那市民プール水道メーター口径変更工事 水道メーターの口径変更工事 中央5950 伊那市民プール 清野建設㈱ 367,200 H29.8.4

5 平成29年度　伊那市武道館網戸設置工事 武道館窓へ網戸の設置工事 西町5824 伊那市武道館 宮下建設㈱ 402,000 H29.9.5

6 平成29年度　ほりでいドームトップライト修繕工事 破損したトップライトの修繕 高遠町勝間176 ほりでいドーム ㈱ヤマウラ伊那市店 540,000 H29.9.19

7 平成29年度　伊那西スケート場用水取水口浚渫工事 用水取水口の浚渫工事 横山6990 伊那西スケート場 ㈲室岡造園土木 199,800 H29.11.28

8 平成29年度　伊那市東部中学校　グラウンド照明設備改修工事 グラウンド照明の増設工事 日影5747 伊那東部中学校 伊那電装（株） 896,400 H29.11.24
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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。

(平成29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29年度　　道路側溝修繕工事 破損した側溝の修繕 高遠町野笹 市道村中立道線 山一建設 896,400 H29.8.4

2 平成29年度　道路修繕工事 破損した歩道の修繕 高遠町的場 本町的場線 渋谷建設 676,080 H29.8.25

3 平成29年度　道路維持工事 破損した側溝の修繕 高遠町城下 市道城下線 渋谷建設 170,640 H29.8.30

4 平成29年度　道路側溝修繕工事 破損した側溝の修繕 高遠町五番 大北線 渋谷建設 357,480 H29.10.19

5 平成29年度　道路側溝修繕工事 破損した側溝の修繕 高遠町横町 横町猪鹿線 ㈲丸美屋建設 248,400 H29.11.16

6 平成29年度　舗装修繕工事 破損した舗装の修繕 高遠町島畑 市道桜町梅町線 ㈱エフ・ケー建設 939,600 H29.8.1

7 平成29年度　舗装修繕工事 破損した舗装の修繕 高遠町水上 市道本村伊矢崎線 ㈲しげの 756,000 H29.8.10

8 平成29年度　舗装維持工事 破損した舗装の修繕 高遠町桜町 市道桜町梅町線 ㈱エフ・ケー建設 604,800 H29.9.1

9 平成29年度　舗装修繕工事 破損した舗装の修繕 高遠町原 市道川辺砂田線 宮下建設㈱ 259,200 H29.9.29

10 平成29年度　舗装修繕工事 破損した舗装の修繕 高遠町小原 市道小原瀬戸脇線 岩沢建設㈱伊那支店 257,040 H29.9.12

11 平成29年度　舗装修繕工事 破損した舗装の修繕 高遠町多町 市道多町高島線 ㈲環境建設 820,800 H29.10.24

12 平成29年度　舗装修繕工事 破損した舗装の修繕 高遠町金井 市道金井原1号線 ㈲環境建設 216,000 H29.11.14

13 平成29年度　交通安全施設工事 破損したｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙの修繕 高遠町台殿 台川端線 山一建設 136,512 H29.8.23

14 平成29年度　交通安全施設区画線工事 区画線の設置 高遠町小原 高砂小原線 宮澤　徳栄 106,704 H29.9.28

15 平成29年度　交通安全施設工事 転落防止柵の設置 高遠町原勝間 原勝間本線 長野機材㈱南信支店 248,400 H29.10.19

16 平成29年度　国土保全　松倉地区水路修繕工事 暗渠修繕 高遠町松倉 用水路 ㈲藤澤建設 766,800 H29.11.14

17 平成29年度　市単　瀬戸地区用水路修繕工事 暗渠修繕 高遠町瀬戸 用水路 渋谷建設 276,480 H29.10.18

18 平成29年度農業公園トイレ改修工事 便器取替及び浄化槽への排水繋ぎ込み 長藤2248 野笹多目的広場トイレ 山一建設 302,400 H29.11.22
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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29年度　市単独災害復旧工事 破損した路肩の復旧 伊那市長谷黒河内 市道　中洞横尾線 村上鉄工 864,000 H29.9.25

2 平成29年度　市単改良　分水枡修繕工事 漏水する枡の修繕 伊那市長谷非持山 前川井 エフ・ケー建設㈱ 135,000 H29.8.17

3 平成29年度　市単改良　余水吐設置工事 余水吐1基の新設 伊那市長谷杉島 萩沢井 ㈱水野組 351,000 H29.10.10

4 平成29年度　国庫補助7月豪雨災害復旧事業　津郷2地区 破損した水路の復旧 伊那市長谷黒河内 美和一貫水路 エフ・ケー建設㈱ 486,000 H29.11.21

5 平成29年度　国庫補助7月豪雨災害復旧事業　津郷3地区 破損した法面の復旧 伊那市長谷黒河内 田の畦畔 村上鉄工 756,000 H29.11.22
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