
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

総務課

1 平成30年度　４階西側トイレ修繕 フラッシュバルブ修繕 下新田３０５０ 市役所本庁舎 宮下建設（株） 152,280 H30.12.15

2 平成30年度　議場議員椅子修繕 固定ボルト部分の修繕 下新田３０５０ 市役所本庁舎 和久田建設 108,200 H31.1.17

登録は、予定価格１０万円以上、１００万円未満。

(平成30年12月1日～H31年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30年12月1日～H31年3月31日契約分)

財政課

1 平成30年度　福島市有地支障木除却工事 支障木の伐採（メタセコイヤ６本） 福島497-5 伊那市有地 平澤林産(有) 901,800 H31.3.6
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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30年12月1日～H31年3月31日契約分)

子育て支援課

1 竜北保育園ガス給湯器取替工事 破損した給湯器の修繕、取替 山寺1499番地７ 竜北保育園 (有)上島設備 129,060 H30.12.3

2 平成30年度西春近北保育園門扉取付工事 既存門扉の取替 西春近199番地 西春近北保育園 ㈱中山工務店 216,000 H31.1.31
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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30年12月1日～H31年3月31日契約分)

農政課

1 平成３０年度　トマトの木エアコン更新工事 故障したエアコン１基の更新 西箕輪３９００番地３６０他 みはらしファームトマトの木 エビヤ鉄工設備（株） 702,000 H30.12.28

2 平成３０年度　名人亭等ロールカーテン修繕 破損したロールカーテンの修繕 西箕輪３４１５番地 名人亭・体験道場 中山内装 492,048 H31.1.22

3 平成３０年度　草の家ロールカーテン・送油管修繕 破損した送油管とロールカーテンの修繕 西箕輪３４１５番地 草の家 (有)ヤマグチ 185,220 H31.3.12
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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30年12月1日～H31年3月31日契約分)

観光課

1 平成30年度　アクセス道路看板撤去工事
御園アクセス道路沿いの大型観光看板撤
去工事

御園 大型観光看板 宮下建設(株) 518,400 H31.1.17

2 平成30年度　さくらの湯　正面自動ドア修繕 さくらの湯の正面玄関の自動ドアの修繕 西高遠928番地2 さくらの湯 (株)長野ナブコ 300,000 H31.1.21

3 平成30年度　みはらしの湯　浴室シャワー水栓取替え工事 浴室のシャワー水栓の交換（18ヶ所) 西箕輪3480番地1 みはらしの湯 (株)マツシマ伊那営業所 900,180 H31.2.14
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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30年12月1日～H31年3月31日契約分)

建設課

1 舗装維持工事 舗装工A=20.35㎡ 西箕輪 市道　戸谷川指定２２５号線 ㈲古屋土建 388,800 H30.12.03

2 舗装維持工事 オーバーレ,イ工 L=16.0m, W=2.80m, A=45m2 美篶 市道　堀尻線 廣瀬建設工業㈱ 216,000 H30.12.03

3 交通安全施設工事 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ横ﾋﾞｰﾑ　H=110　16ｍ 坂下 市道　坂下十丁目線 黒河内建設㈱伊那営業所 293,760 H30.12.06

4 道路維持工事 グレーチング布設工 VS500型 T-20 L=0.5m 4枚 上牧 市道　上牧野底線 酒井義文 160,293 H30.12.10

5 一般道路改良工事 自由勾配側溝300L=9m 舗装工A=5m2 荒井 市道　春日町6号線 ㈲白鳥土木 831,600 H30.12.06

6 道路維持工事 土砂撤去　13.26ｍ2 山寺 市道　山本町２号線 ㈲古屋土建 270,000 H30.12.14

7 交通安全施設工事
センターライン設置工（実線）L=56.0m（破線）L=70.0m、
ドット線設置工L=89.0m、T字マーク設置工L=3.0m 美原 市道　美篶団地１号線他 ㈱板倉伊那営業所 114,112 H30.12.12

8 交通安全施設工事 仮設防護柵設置工1式 西春近 市道　沢渡北丘線 廣瀬建設工業㈱ 237,600 H30.12.19

9 一般道路改良工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋据付10枚　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋据付2枚 荒井 市道　桜町学校線 西武建工㈱ 356,400 H30.12.20

10 道路維持工事 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上工　L=18.0m 御園 市道　深川２号線 岩澤建設㈱伊那支店 194,400 H31.01.16

11 道路維持工事 道路側溝布設替え　L=10m ますみヶ丘 市道　荒井横山２号線 西武建工㈱ 680,400 H31.01.28

12 交通安全施設工事 区画線設置工　実線L=63.0m,破線785.0m 野底 市道　野底手良線 長野機材㈱南信支店 174,009 H31.01.25

13 交通安全施設工事
区画線設置工　（実線）L=1,774m, （破線）
L=710m, （交差点マーク）L=42m

手良沢岡 市道　末広箕輪線 宮澤德栄 531,489 H31.01.28

14 舗装維持工事 オーバーレイ　A=62.4ｍ2 西箕輪 市道　吹上学校線 岩澤建設㈱伊那支店 313,200 H31.02.06

15 道路維持工事 丸太柵工 L=27ｍ 山寺 市道　高尾町４号線 西武建工㈱ 734,400 H31.02.19

16 道路維持工事
重力式擁壁工　L=10.0m, H=0.30m 、ネットフェン
ス工　L=10.0m, H=0.90m

美篶 市道　芦沢高遠線 清野建設㈱ 561,600 H31.02.21

17 河川改良工事
河川改良　L=8.2m　排水構造物工（鉄U600）
L=7.2m

富県 準用河川　今泉川 ㈲鹿野組 507,600 H31.02.15

18 交通安全施設工事
耕土敷均しV=40m3
境界杭設置6本

西町 市道　日影沢線 ㈲白鳥土木 583,200 H31.02.19

19 舗装維持工事 舗装打換え　A=12.6㎡ 西町 市道　旭ヶ丘回り線 ㈲田中産業 388,800 H31.02.27

20 交通安全施設工事 区画線設置工　外側線L=4,665m 境 市道　上新田20号線他 黒河内建設㈱伊那営業所 957,258 H31.02.28

21 河川改良工事 河川改良L=3.4m 石積工A=2.2m2 御園 準用河川　思沢川 西武建工㈱ 129,600 H31.02.28

22 河川改良工事 岩石投入工　１式 西春近 戸沢川 ㈱フォレストコーポレーション 345,600 H31.03.04

23 道路防災工事 法面整形 L=332m A=184m2 西春近 市道　上村下小出線 環境建設㈲ 453,600 H31.03.04

24 河川改良工事
河川改良L=28.0m　底張工L=28.0m　W=0.95-
1.4m

富県 準用河川　大沢川支川 小椋工業㈱ 540,000 H31.03.08

25 道路維持工事 自由勾配側溝L=2.0m　集水桝1基 山寺 市道　伊那北停車場山寺上村線 西武建工㈱ 982,800 H31.03.11
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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30年12月1日～H31年3月31日契約分)

建設課

26 道路防災工事
災害復旧　L=16.0m　大型土嚢制作・設置　n=30
袋

美篶 市道　六道原３号線 清野建設㈱ 507,600 H31.03.07

27 交通安全施設工事 通行止看板製作8枚 高遠町勝間 市道　勝間赤の入線 長野機材㈱南信支店 140,400 H31.03.12

28 河川改良工事 河川改良L=3.4m 根固工V=1m2 御園 準用河川　思沢川 西武建工㈱ 108,000 H31.03.06

29 舗装維持工事 舗装工 L=223.5m, W=0.40～1.30m, A=234m2 美篶 市道　三峰川右岸土地改良幹線 岩澤建設㈱伊那支店 810,000 H31.02.28

30 舗装維持工事 舗装工 L=146.6m, W=0.20～3.00m, A=133m2 下新田 市道　環状南線他 岩澤建設㈱伊那支店 410,400 H31.02.28

31 舗装維持工事 舗装工 L=135.8m　A=119.2ｍ2 西春近 市道　西部１号線他 岩澤建設㈱伊那支店 442,800 H31.02.27

7/18



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30年12月1日～H31年3月31日契約分)

管理課

1 平成30年度　市営住宅ハイツ瀬戸(B-101)内装修繕工事 住宅の内装工事 高遠町小原999-1 市営住宅ハイツ瀬戸 （有）西村建築製材所 166,386 H30.12.28

2 的場公園線ループ橋照明灯LED化工事 道路照明灯のLEDへの交換 的場公園線 道路照明灯 ㈲鎌倉電気工事 220,320 H30.12.5

3 川北町交差点信号機上照明灯LED化工事 道路照明灯のLEDへの交換 川北町交差点信号機上 道路照明灯 ㈲林電機商会 356,400 H31.2.8

4 中央上新田線（未来通り）照明灯LED化工事 道路照明灯のLEDへの交換 中央上新田線 道路照明灯 ㈲代田電気商会 114,800 H31.3.15

5 平成30年度　市営住宅殿島団地道路舗装修繕工事 劣化した舗装の修繕工事 東春近暁野 市営住宅殿島団地 岩澤建設（株）伊那支店 432,000 H31.3.11
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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30年12月1日～H31年3月31日契約分)

都市整備課

1 平成30年度富士塚スポーツ公園集合看板設置等工事 集合看板設置一式 荒井及び西町 (有)東京堂 356,206 H30.12.14

2 再開発ビル駐車場塗装修繕工事 塗装修繕 伊那市荒井3500-1 再開発ビル駐車場 ㈱風越 410,400 H31.2.1

3 再開発ビル駐車場塗装修繕工事２ 塗装修繕 伊那市荒井3500-1 再開発ビル駐車場 ㈱風越 453,600 H31.2.25

4 伊那公園滑り台撤去工事 滑り台撤去 伊那市中央5528-1 伊那公園 エフ・ケー建設㈱ 367,200 H31.1.31
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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30年12月1日～H31年3月31日契約分)

水道整備課

1 平成30年度　消火栓新設工事　３ 消火栓新設工事１箇所 美篶末広区 山一建設 885,600 H30.12.25

2 農集処理場修繕　９ 記録計交換 上山田 上山田浄化センター 岩澤建設㈱伊那支店 626,400 H30.12.7

3 農集処理場修繕　１１ し渣脱水機OH 手良 手良浄化センター ㈱五十鈴 972,000 H30.12.25

4 農集処理場修繕　１２ ばっ気ブロワ―交換 勝間 勝間浄化センター 岩澤建設㈱伊那支店 680,400 H30.12.26

5 農集処理場修繕　１３ し渣脱水機OH 美篶 美篶東部浄化センター ㈱五十鈴 896,400 H31.1.21

6 農集処理場修繕　１４ 流量計用演算装置交換 非持 非持浄化センター ㈱五十鈴 583,200 H31.3.18

7 沈殿槽掻寄機ローラー交換 ローラー交換 東春近 春富浄化センター 第一公害プラント㈱伊那営業所 199,800 H31.02.04

8 公共処理場修繕　１３ 検査室エアコン修繕 伊那地区 伊那浄水管理センター ㈲林電機商会 426,600 H30.11.7

9 公共処理場修繕　１４ No.2-2エアタン風量計センサー部交換 伊那地区 伊那浄水管理センター ㈱ソニック 430,920 H30.12.25

10 公共処理場修繕　１５
No.1脱水ケーキコンベアサイクロンモー
タープーリ交換

伊那地区 伊那浄水管理センター ㈱ウォーターエージェンシー諏訪営業所 241,920 H31.1.21

11 伊那浄水管理センター溶存酸素計修繕 DO計交換 伊那地区 伊那浄水管理センター 鍋林㈱ 105,840 H30.12.7

12 特環処理場修繕　３ シャッター修繕 西春近 小出島浄化センター 三和シャッター工業㈱ 453,600 H30.12.26

13 特環処理場修繕　４ 消泡水ポンプOH 西箕輪 大萱浄化センター 新明和アクアテクサービス株式会社 453,600 H31.1.21

14 特環処理場修繕　５ 脱水機駆動装置 東春近 殿島浄化センター 株式会社鶴見製作所 464,400 H31.2.15

15 特環処理場修繕　６ 脱水ケーキホッパー修繕 西箕輪 大萱浄化センター ㈱ウォーターエージェンシー諏訪営業所 295,920 H31.2.14

16 特環処理場修繕　７ 照明器具修繕 東春近 殿島浄化センター ㈲林電機商会 426,600 H31.3.15

17 大萱浄化センターポリ鉄注入ポンプ修繕 ポリ鉄注入ポンプ修繕 西箕輪 大萱浄化センター 長野水処理機器㈱ 199,800 H30.12.18

18 大萱浄化センター脱水機緊急修繕 脱水機修繕 西箕輪 大萱浄化センター ㈱広島メタル＆マシナリー 199,800 H30.12.18

19 農集管きょ修繕　４ 配管エア抜き弁交換 美篶 笠原MP ㈱五十鈴 414,720 H31.3.11

20 手良11号ポンプ交換工事 ポンプ交換 手良 手良11号MP ㈱五十鈴 185,760 H31.1.25

21 公共管きょ修繕　６ 逆止弁交換 伊那地区 狐島２号MP ㈱メエップ 324,000 H30.11.7

22 フリクトスイッチ修繕工事 フリクトスイッチ交換 伊那地区 下山田２号MP 日本クリーンアセス㈱ 116,640 H31.2.16

23 グラインダーポンプ修繕工事 グラインダーポンプ交換 伊那地区 北原邦人宅GP 日本クリーンアセス㈱ 108,000 H31.2.13

24 固定金物溶接作業 固定金物溶接 高遠町 高遠No.1MP 第一公害プラント㈱ 141,480 H30.12.10

25 特環管きょ修繕　３ グラインダーポンプ交換　１台 長藤 塩供２号 ブリヂストンタイヤ長野販売㈱ 831,600 H30.11.7
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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30年12月1日～H31年3月31日契約分)

水道整備課

26 特環管きょ修繕　４ シーケンサー交換 長藤 長藤橋MP ㈱メエップ 475,200 H31.1.11

27 マンホール用水位計修繕 ベロフラム交換 長藤 栗巾MP JFEアドバンテック㈱ 199,800 H31.1.29

28 マンホール用水位計修繕 ベロフラム交換 長藤 鍛冶村橋MP JFEアドバンテック㈱ 199,800 H31.1.29
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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。

(平成30年12月1日～H31年3月31日契約分)

学校教育課

1 平成30年度　西春近北小学校　支障木伐採・頭止め工事 支障木の伐採・頭止め 西春近191番地 西春近北小学校 清野建設(株) 615,600 H30.12.7

2 平成30年度　伊那西小学校　カラマツ倒木他伐採（緊急）工事 カラマツ倒木による緊急伐採等処理 ますみヶ丘6949番地2 伊那西小学校 清野建設(株) 160,920 H30.12.21

3 平成30年度　伊那東小学校　エレベーター修理緊急工事 エレベータの基盤交換による修理 境１２４８番地１ 伊那東小学校 (株)ハイン松本営業所 260,280 H30.12.11

4 平成30年度　伊那小学校　洋便器取替工事 トイレ排水不具合による便器取替 山寺３２２１番地 伊那小学校 神田設備(株) 298,697 H31.1.11

5 平成30年度　富県小学校　プールろ過機修理工事 プールろ過機の腐食・漏水の修理 富県7312番地 富県小学校 天宝機械(株) 300,780 H31.1.15

6 平成30年度　西春近南小学校　プール女子トイレ漏水工事 プール女子トイレの漏水修理 西春近７３７０番地 西春近南小学校 (株)五十鈴 216,000 H31.1.18

7 平成30年度　高遠小学校　電気ボイラー交換工事 管理教室棟１階給湯器老朽化交換 高遠町西高遠465番地 高遠小学校 エフ・ケー建設(株) 408,240 H30.12.14

8
平成30年度　西箕輪中学校　玄関・校務技師室系統漏水修繕（緊急）工
事

校内給水管漏水による緊急修理 西箕輪6569番地1 西箕輪中学校 (株)南工業 237,600 H31.1.31

9 平成30年度　伊那小学校　洋便器取替（その２）工事 トイレ排水不具合による便器取替 山寺３２２１番地 伊那小学校 神田設備(株) 834,840 H31.2.6

10 平成30年度　高遠小学校　体育館排煙窓オペレーター修繕工事 体育館排煙窓オペレーターの故障修繕 高遠町西高遠465番地 高遠小学校 南信工営(株) 282,960 H31.1.30

11 平成30年度　美篶小学校　内線電話増設工事 内線電話の増設 美篶5350番地1 美篶小学校 (有)林電機商会 118,800 H30.12.10

12 平成30年度　富県小学校　バトミントン床金具補修工事 体育館バトミントン支柱金具及び床の補修 富県7312番地 富県小学校 (株)加納屋 194,400 H31.1.28

13 平成30年度　美篶小学校　ブランコ柵設置工事 ブランコ柵の設置 美篶5350番地1 美篶小学校 (株)加納屋 378,000 H31.1.28

14 平成30年度　伊那西小学校　東階段室壁面塗装改修工事 校舎東階段室壁面塗装修繕 ますみヶ丘6949番地2 伊那西小学校 南信工営(株) 324,000 H31.2.4

15 平成30年度　西箕輪小学校　照明ＬＥＤ改修工事 照度不足による照明ＬＥＤ改修 西箕輪3900番地138 西箕輪小学校 伊那電装(株) 200,890 H31.3.7

16 平成30年度　新山小学校　校内柏の木（大樹）伐採工事 校内にある柏の木（大樹）の伐採 富県535番地2 新山小学校 エフ・ケー建設(株) 486,000 H31.2.27

17 平成30年度　伊那小学校　音楽棟軒天修繕他工事 音楽棟雨漏りによる軒天修繕他 山寺３２２１番地 伊那小学校 宮下建設(株) 604,800 H31.2.18

18 平成30年度　東春近小学校　網戸取付・サッシ修繕工事 網戸の取付及びサッシの修繕 東春近2312番地 東春近小学校 長野サッシ販売(株) 362,016 H31.2.12

19 平成30年度　伊那北小学校　調理室排水管盛替工事 調理室排水管の交換修繕 野底8380番地3 伊那北小学校 エビヤ鉄工設備(株) 486,000 H31.2.12

20 平成30年度　小中学校ネットワークＤＨＣＰサーバー設置工事
小中学校のネットワークＤＨＣＰサーバーの
設置

市内小学校１５校 伊那小学校ほか１５校 伊那電装(株) 138,780 H31.2.8

21 平成30年度　東春近小学校　煙道修理工事 暖房設備煙道の穴開き箇所の修理 東春近2312番地 東春近小学校 エビヤ鉄工設備(株) 205,200 H31.3.11

22 平成30年度　富県小学校　煙道改修工事 暖房設備煙道の穴開き箇所の修理 富県7312番地 富県小学校 エビヤ鉄工設備(株) 329,400 H31.3.11

23 平成30年度　手良小学校　黒板灯ＬＥＤ改修工事 教室黒板灯のＬＥＤへの改修 手良野口222番地 手良小学校 伊那電装(株) 194,853 H31.3.7

24 平成30年度　高遠小学校　北側斜面倒木処分工事 学校北側斜面の倒木処分 高遠町西高遠465番地 高遠小学校 エフ・ケー建設(株) 183,600 H31.2.27

25 平成30年度　美篶小学校　教室照明ＬＥＤ改修工事 教室照明のＬＥＤへの改修 美篶5350番地1 美篶小学校 伊那電装(株) 105,192 H31.3.18
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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。

(平成30年12月1日～H31年3月31日契約分)

学校教育課

26 平成30年度　西春近南小学校　６年生コンセント撤去工事 ６年生教室の床コンセント撤去・床修復 西春近７３７０番地 西春近南小学校 池田建設(株) 156,600 H31.3.15

27 平成30年度　伊那北小学校　石灰小屋改修工事 石灰小屋老朽化による改修 野底8380番地3 伊那北小学校 宮下建設(株) 561,600 H31.3.11

28 平成30年度　手良小学校　教室窓ガラス飛散防止フィルム貼り工事 １・２年教室窓ガラス飛散防止フィルム貼り 手良野口222番地 手良小学校 長野サッシ販売(株) 303,156 H31.1.28

29
平成30年度　伊那西小学校　ますみヶ丘簡易水道　水管橋漏水修理工
事

ますみヶ丘簡易水道　水管橋漏水修理 ますみヶ丘6949番地2 伊那西小学校 西武建工(株) 434,000 H31.2.12

30 平成30年度　伊那小学校　管理教室棟躯体緊急補修工事
管理教室棟２階ベランダジョイント部分緊
急補修

山寺３２２１番地 伊那小学校 宮下建設(株) 540,000 H31.3.18

31 平成30年度　伊那小学校　北校舎分電盤改修工事 北校舎分電盤ブレーカー取替改修 山寺３２２１番地 伊那小学校 宮原電気工事(株) 112,000 H31.3.1

32 平成30年度　高遠北小学校　プレイルーム床塗装工事 プレイルーム床補修・塗装 高遠町長藤4410番地 高遠北小学校 (株)中山工務店 243,000 H31.3.4

33 平成30年度　高遠中学校　浄化槽撤去工事 老朽化不使用浄化槽の撤去 高遠町東高遠232番地 高遠中学校 (有)山一建設 842,400 H30.12.7

34 平成30年度　西箕輪中学校　パソコン教室間仕切設置工事 パソコン教室間仕切設置改修 西箕輪6569番地1 西箕輪中学校 清野建設(株) 842,400 H30.12.10

35 平成30年度　伊那中学校　危険木伐採工事 危険木（桜の古木）の伐採 荒井４４６０番地 伊那中学校 (有)室岡造園土木 164,160 H31.1.18

36 平成30年度　長谷中学校　体育館バスケットボールコート改修工事 体育館バスケットボールコートライン改修 長谷溝口1080番地 長谷中学校 (株)加納屋 442,800 H31.1.15

37 平成30年度　高遠中学校　教室照明ＬＥＤ化工事 教室照明のＬＥＤ化改修 高遠町東高遠232番地 高遠中学校 伊那電装(株) 928,800 H31.2.5

38 平成30年度　長谷中学校　舗装補修工事 校舎東側駐車場の舗装補修 長谷溝口1080番地 長谷中学校 西村重機 253,800 H31.2.26

39 平成30年度　長谷中学校　普通教室黒板改修工事
普通教室の黒板からホワイトボードへの改
修

長谷溝口1080番地 長谷中学校 (有)長野特殊黒板製作所 354,240 H31.2.13

40 平成30年度　伊那中学校　体育館仕切りネット補修工事 体育館仕切りネット劣化による取替補修 荒井４４６０番地 伊那中学校 (株)加納屋 139,320 H31.1.25

41 平成30年度　東部中学校　東校舎階段手摺り設置工事 東校舎階段の手摺り設置 日影５７４９番地 東部中学校 (株)福沢建築所 418,663 H31.2.20

42 平成30年度　伊那中学校教頭住宅　破損給水管他修繕 破損給水管他修繕 荒井４８０６番地４ 伊那中学校教頭住宅 酒井　義文 302,400 H31.3.18

43 平成30年度　西箕輪中学校教員住宅3号　ガス給湯器他修繕 ガス給湯器他修繕 西箕輪６７０２番地１ 西箕輪中学校教員住宅3号 (株)中山工務店 309,960 H31.3.18

44 平成30年度　田ノ口教員住宅Ａ号　畳・ドアノブ他修繕工事 畳・ドアノブ他修繕 高遠町東高遠２４８番地１１ 田ノ口教員住宅Ａ号 酒井　義文 126,360 H31.3.18

45 平成30年度　田ノ口教員住宅Ａ号　不凍栓他修繕工事 不凍栓他修繕 高遠町東高遠２４８番地１１ 田ノ口教員住宅Ａ号 酒井　義文 100,440 H31.3.20

46 平成30年度　西春近北小学校農機具置場木製棚新設工事 農機具置場木製棚の新設 西春近191番地 西春近北小学校 清野建設(株) 266,000 H31.3.7

47 平成30年度　西春近北小学校調理場キュービクルブレーカー増設工事 調理場キュービクルブレーカー増設 西春近191番地 西春近北小学校 伊那エンジニアリング(株) 851,040 H31.3.28

48 西春近北小学校薬液ディスペンサー設置工事 消毒用薬液装置の設置 西春近191番地 西春近北小学校 池田建設㈱ 150,876 H31.3.20

49 長谷中学校　長胴太鼓革張替修繕 長胴太鼓　革張替　1.6尺両面 伊那市長谷溝口1080 長谷中学校 ㈱まつり工房 110,160 H31.1.10
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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30年12月1日～H31年3月31日契約分)

生涯学習課

1 平成30年度　史跡高遠城跡三の丸北側斜面整備関連事業 史跡高遠城跡三の丸斜面立木伐採処分 高遠町東高遠 史跡高遠城跡 平澤林産㈲ 982,800 H31.2.18

2 平成３０年度　漏電警報器修繕工事 警報器の漏電修繕 荒井3417-2 伊那図書館 東陽興業㈱伊那支店 193,320 H30.12.28

3 平成30年度高遠町文化センター屋根瓦修繕工事 雨漏り防止 西高遠810番地1 高遠町文化センター 有限会社丸山瓦店 115,257 H30.12.7
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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30年12月1日～H31年3月31日契約分)

高遠総務課

1 平成30年度　伊那市役所高遠町総合支所旧庁舎電気契約低圧化工事 高遠町総合支所旧庁舎低圧化工事 西高遠1806番地 高遠町総合支所旧庁舎 ㈲鎌倉電気工事 351,000 H31.2.18

15/18



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30年12月1日～H31年3月31日契約分)

高遠農林建設課

1 舗装修繕工事 破損した舗装の修繕 高遠町桜町 市道梅町桜町線 環境建設㈲ 291,600 H30.12.6

2 舗装修繕工事 破損した舗装及びガードレールの修繕 高遠町越道 市道越道線 渋谷建設 287,280 H31.3.4

3 河川改良工事 洗堀した河川の修繕 高遠町栗田 慈照寺沢川 ㈲丸美屋建設 972,000 H31.1.25

4 国土保全　法面復旧工事 崩落した農地法面の修繕 高遠町山室那木沢 山一建設 162,000 H30.12.17

5 国土保全　水路補修工事 水路の修繕 高遠町小原瀬戸 渋谷建設 410,400 H31.2.13

6 原地区用水路修繕工事 水路の修繕 高遠町山室原 ㈲丸美屋建設 756,000 H30.12.26

7 滝沢地区用水路修繕工事 水路の修繕 高遠町滝沢 伊澤土建 799,200 H31.2.5
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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30年12月1日～H31年3月31日契約分)

高遠商工観光課

1 平成30年度　　桜育苗場整備工事 桜の育苗場の整備 高遠町小原１４９ 下山田 山一建設 192,240 H31.1.4
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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。

(平成30年12月1日～H31年3月31日契約分)

長谷農林建設課

1 平成30年度　舗装維持工事 破損した舗装路面の修繕 長谷　非持 市道　宮の上線 ㈲田中産業 712,800 H30.12.3

2 平成30年度　舗装維持工事 破損した舗装路面の修繕 長谷　非持山 市道　山の神線 廣瀬建設工業㈱ 540,000 H31.2.26

3 平成30年度　舗装維持工事 破損した舗装路面の修繕 長谷　中尾 市道　中尾下線 小椋工業㈱ 345,600 H31.3.15

4 平成30年度　交通安全施設工事 ガードレール修繕等 長谷　溝口 市道　鹿嶺線 コウリョウ建設㈱ 853,200 H31.3.4

5 平成30年度　国土保全対策事業　中尾地区水路改修工事 水路改修 長谷　中尾 中尾地区　水路 コウリョウ建設㈱ 594,000 H31.2.21
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