
小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

危機管理課

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 備　考

1 令和2年度　伊那市芦沢防火水槽撤去工事その１ 防火水槽撤去 美篶芦沢 防火水槽 ㈲丸美屋建設 473,000 R3.2.12

2 令和2年度　伊那市芦沢防火水槽撤去工事その2 防火水槽撤去 美篶芦沢 防火水槽 ㈲丸美屋建設 286,000 R3.2.12

3 令和2年度　美篶中県消防施設解体工事 消防施設撤去 美篶中県 ㈲いずみ 382,800 H15.2.8

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

高遠総務課

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 備　考

1
令和２年度　旧庁舎前掲示板撤去工
事

不使用となった掲示板の撤去 高遠町西高遠1806 旧高遠町総合支所 伊澤土建 49,500 R3.2.15

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

長谷総務課

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 備　考

1 令和２年度高圧洗浄機修繕 破損した洗浄機ホースの修繕 長谷溝口1394 高圧洗浄機 伊那建機 52,311 R2.12.28

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

地位創造課

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 備　考

1 令和２年度　　移住体験住宅２号修繕工事 汚損した和室畳のフローリング化 山寺2545-10 移住体験住宅２号 (株)マルマサンクスハウジング 330,000 R3.1.15

2 令和２年度　移住準備住宅Ｂ棟修繕工事 旧伊那西教頭住宅の移住準備住宅化に向けた老朽箇所の修繕 ますみヶ丘6949-2 移住準備住宅Ｂ棟 (株)やまとわ 989,615 R3.2.10

3 令和２年度　移住準備住宅Ｂ棟給水設備修繕工事 旧伊那西教頭住宅の移住準備住宅化に向けた給水設備の修繕 ますみヶ丘6949-2 移住準備住宅Ｂ棟 (有)池田管工業 350,130 R3.2.15

4 令和２年度　移住準備Ｃ・Ｄ棟内装修繕 旧中病医師住宅の移住準備住宅化に向けた内装修繕 山寺2516-1 移住準備住宅Ｃ・Ｄ棟 シルバー人材センター 568,003 R3.2.15

5 令和２年度　移住準備Ｃ・Ｄ棟給水設備修繕工事 旧中病医師住宅の移住準備住宅化に向けた給水設備の修繕 山寺2516-1 移住準備住宅Ｃ・Ｄ棟 (有)池田管工業 992,200 R3.2.15

6 令和２年度　移住準備Ａ・Ｂ棟物置修繕工事 旧伊那西校長・教頭住宅の移住準備住宅化に向けた物置の修繕 ますみヶ丘6949-2 移住準備住宅Ａ・Ｂ棟 (株)マルマサンクスハウジング 232,100 R3.2.15

7 令和２年度　移住準備Ａ・Ｂ棟雨どい等修繕工事 旧伊那西校長・教頭住宅の移住準備住宅化に向けた雨どい等の修繕 ますみヶ丘6949-2 移住準備住宅Ａ・Ｂ棟 (株)マルマサンクスハウジング 295,900 R3.2.15

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

文化交流課

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 備　考

1 令和２年度　　北川広場ポール修繕工事 広場駐車場車止めポールの取替２基 荒井３５００番地１ いなっせﾋﾞﾙ （株）竹腰工業所 342,100 R3.3.23

2 ６階女子トイレ排水不良修繕 異物、混入閉塞物の除去 荒井３５００番地１ いなっせﾋﾞﾙ （株）五十鈴 17,463 R3.3.14

3 ５階多目的トイレフラッシュバルブ調整 フラッシュバルブ電磁弁、ピストン交換 荒井３５００番地１ いなっせﾋﾞﾙ （株）五十鈴 37,400 R3.2.26

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

スポーツ課

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 備　考

1 令和2年度サンビレッジ庭球場　人工芝補修工事 既存人工芝のはがれた部分補修工事 西箕輪２５４３ サンビレッジ庭球場株式会社　加納屋 110,110 R2.12.10

2 令和2年度　ほりでいドーム　内壁補修工事 ドーム内の穴の開いた壁の補修 高遠町勝間１７６－１ ほりでいドーム イトウ 164,571 R3.1.28

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

生活環境課

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 備　考

1 伊那市営霊園トイレLED化修繕 トイレ照明のLED化 ますみヶ丘6984-1 伊那市営霊園 エビヤ鉄工設備㈱ 125,400 R2.12.4

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

子育て支援課

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 備　考

1 トイレ入口把手修理 破損したトイレ把手の修繕 山寺1499番地7 竜北保育園 建築工房富澤 9,479 R2.12.7

2 回転釜修理 破損した回転釜の修繕 荒井4408番地2 竜西保育園 ㈲一誠商事 11,880 R3.1.19

3 廊下照明器具修繕 破損した照明器具の修繕 西町6328番地1 竜南保育園 伊那電装㈱ 112,310 R2.12.22

4 保育園遊具修繕 破損した遊具の修繕 西町6328番地1 竜南保育園 ㈱加納屋 97,139 R3.1.15

5 ペレットボイラー部品取替 破損したペレットボイラーの部品取替 美篶5437番地2 美篶保育園 ㈱巴商会 179,300 R2.12.22

6 既設ネットフェンスの修繕 破損したネットフェンスの修繕 西箕輪5044番地 西箕輪南部保育園 ㈱有賀製材 198,000 R3.3.31

7 木製建具修繕ほか 破損した木製建具の修繕 西箕輪3900番地138 西箕輪保育園 建築工房 富澤 93,614 R3.3.17

8 幼児用洋式トイレ詰まり修理 幼児用洋式トイレの詰まりを修繕 野底7913番地 伊那北保育園 エビヤ鉄工設備㈱ 33,000 R2.12.9

9 滑り台修繕工事 破損した滑り台の修繕 高遠町藤沢2255番地 高遠第２第３保育園 日本体育産業㈱ 187,000 R3.1.15

10 中継ポンプ修繕工事 破損した中継ポンプの修繕 美篶5437番地2 美篶保育園 ㈱五十鈴 126,500 R3.3.31

11 外壁、竪樋修繕 破損した外壁、竪樋の修繕 東春近932番地 東春近保育園 ㈱タムラ 51,700 R3.1.18

12 園庭遊具の修繕 破損した遊具の修繕 西春近199番地 西春近北保育園 ㈱加納屋 440,000 R3.2.18

13 トイレ洋式化工事 トイレの洋式化工事 西春近7518番地6 西春近保育園 ㈱中山工務店 814,500 R3.2.12

14 トイレ洋式化工事 トイレの洋式化工事 西春近199番地 西春近北保育園 ㈲上島設備 495,000 R3.1.4

15 令和２年度小鳩園スピーカー修繕 消防設備スピーカー設置 山寺1499-7 小鳩園 ㈱伊那エンジニアリング 27,500 R3.2.12

16 ネット遊具修繕 室内ネット遊具ネット取替修繕 山寺1499-7 小鳩園 ㈲きりやま学習社 122,573 R3.2.9

17 ビジネスプリンター修理 プリンター修理 富県5628-90 富県子育て支援センター ㈱小椋 3,300 R3.1.20

18 FFストーブ入替修繕撤去 FFストーブの入替修繕、撤去 高遠町西高遠532 高遠子育て支援センター ㈱中山工務店 29,700 R2.12.7

19 次亜塩素酸水生成器配管修繕 次亜塩素酸水生成器配管修繕 富県5628-90 富県子育て支援センター ㈱中山工務店 9,944 R2.12.9

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

農政課

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 備　考

1
令和２年度　　みはらしファーム側溝
修繕

破損した側溝の修繕 西箕輪羽広
農林漁村体験施設駐車
スペース側溝 (有)古屋土建 199,100 R3.2.3

2 令和２年度　　トマトの木天窓　修繕 ひび割れの入った天窓の修繕 西箕輪羽広
みはらしファームトマト
の木 （株）廣瀬創建 306,000 R3.2.10

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

耕地林務課 （耕地整備係）

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 備　考

1 木曽山水路水桝改修工事 老朽化した木曽山用水水桝の改修 木曽山 農業用水路 建築工房　富澤 913,000 R3.3.22 繰越

2 境　水路改修工事 BF350　L=19.0ｍ 境 農業用水路 ㈲大村工業 814,000 R2.12.1

3 下山田西町地区水路修繕工事 水路修繕（集水桝）１箇所 高遠町下山田西町 農業用水路 渋谷建設 99,000 R2.12.16

4 小原上地区水路修繕工事 BF300　布設替　L=6.0m 高遠町小原上 農業用水路 渋谷建設 198,000 R2.12.16

5 的場地区暗渠改修工事 高密度ポリエチレン管φ400　L=22.0ｍ高遠町的場 農業用水路 ㈲藤澤建設 594,000 R2.12.23

6 越道地区暗渠復旧工事 暗渠閉塞復旧工　1式 高遠町越道 農業用水路 ㈲しげの 550,000 R3.1.4

7 車屋水路溝蓋布設工事 道路隅切りの水路改修 東春近　車屋 農業用水路 ㈲室岡造園土木 437,800 R2.12.16

8 御園地区水路工事 VS300*300　L=6.0ｍ 御園 農業用水路 ㈲古屋土建 220,000 R2.12.18

9 美原水路改修工事 BF500　L=10.0m 美原 農業用水路 ㈲大村工業 572,000 R3.2.1

10 桜井　水路改修工事 BF400　L=24.0m 桜井 農業用水路 ㈲河野土木 682,000 R3.2.15

11 蟹沢水路改修工事 BF500　L=8.0ｍ伏せなおし 手良野口 農業用水路 ㈱長城 171,600 R3.3.8

12 小沢地区水路工事 BF300　L=3.0ｍ 小沢 農業用水路 ㈲古屋土建 319,000 R3.1.6

13 横井清水 U字溝布設 荒井上荒井 農業用水路 ㈲室岡造園土木 330,000 R3.1.20

14 野笹地区水路修繕工事 コルゲートフリューム800　L=2.3ｍ 高遠町野笹 農業用水路 渋谷建設 198,000 R3.3.10

15 上の原暗渠改修 道路陥没解消 上の原 農業用水路横断 ㈲大村工業 65,803 R3.3.10

16 田原地区水路下陥没箇所補修工事 水路下陥没箇所の補修 東春近　田原 農業用水路 ㈲大村工業 121,000 R3.2.1

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

耕地林務課 （耕地整備係）

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)

17 片倉地区水路修繕工事 車Ｕ300Ｂ　L=6.0ｍほか 高遠町片倉 農業用水路 ㈲しげの 385,000 R3.3.18

18 小出島地区水路工事 塩ビ管　L=23ｍ 小出島 農業用水路 ㈲いずみ 147,400 R2.12.23

19 上川手暗渠改修 暗渠部道路陥没改修 上川手 農業用水路 ㈲春日工業所 57,200 R3.3.15

20 藤沢川取水口改修工事 取水口導水 西春近表木 農業用水路 ㈲古屋土建 187,000 R3.3.22

21 吹上地区水路工事 VS400*400　L=6.0ｍ、既存水路目地補修西箕輪吹上 農業用水路 ㈲古屋土建 550,000 R3.3.9

22 北福地水路改修工事 BF300　L=4.0m 富県北福地 農業用水路 小椋工業㈱ 110,000 R3.1.7

23 北林水路改修工事 BF・RF700　L=16.6m 富県北新 農業用水路 ㈲鹿野組 946,000 R3.1.18

24 今泉水路改修工事 現場打水路　L=2.9m 富県北新 農業用水路 ㈲鹿野組 352,000 R3.1.18

25 大萱井水路工事 VS400*400　L=6.0m 西箕輪大萱 農業用水路 ㈲古屋土建 737,000 R2.12.11

26 原田井水路工事 BF350　L=20ｍ 小沢 農業用水路 ㈲室岡造園土木 715,000 R3.2.5

27 下新田水路改修工事 VS300*300　VS300*500　L=12.8ｍ 下新田 農業用水路 ㈲河野土木 990,000 R3.2.24

28 山寺地区水路嵩上げ工事 水路擁壁　L=6.9ｍ 山寺 農業用水路 ㈲大村工業 550,000 R3.1.12

29 下殿島水路改修工事 VF　L=28ｍ 東春近下殿島 農業用水路 ㈲田中産業 704,000 R3.2.25

30 押出地区水路改修工事 BF300　L=13.0m 上山田押出 農業用水路 渋谷建設 693,000 R3.3.16

31 小出二区小屋敷 VS300 L=22.0m 西春近 農業用水路 ㈲古屋土建 880,000 R3.3.9

32 林道千代田湖枯木線道路舗装工事 Aｓ舗装 A=51.5㎡ 高遠町藤沢 林道 岩澤建設㈱伊那支店 869,000 R3.2.3

33 林道太郎線道路修繕工事 路面整備 L=1200m 高遠町片倉 林道 ㈲しげの 990,000 R3.3.18



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

商工振興課

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 備　考

1 西部荘非常用警報設備複合装置修繕工事 破損した非常用警報設備複合装置の修繕 荒井３８３４－１ 旧老人憩の家西部荘 (株)新日通防災機器 57,838 R3.3.2

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

観光課

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 備　考

1 令和２年度　仙流荘　宿泊棟給湯循環ポンプ修繕 給湯循環ポンプの修繕 長谷黒河内1847-2 仙流荘 エビヤ鉄鋼設備㈱ 176,000 R3.1.8

2 令和２年度　みはらしの湯　浴室シャワー水栓取替え工事 浴室シャワー水栓の取替 西箕輪3480-1 みはらしの湯 (株)マツシマ伊那営業所 484,000 R3.2.2

3 令和２年度　みはらしの湯　温泉高架水槽配管修繕 温泉高架水槽配管の修繕 西箕輪3822-28 みはらしの湯 エビヤ鉄鋼設備㈱ 55,000 R3.2.4

4 令和２年度　みはらしの湯　薬注装置更新工事 薬注装置更新工事 西箕輪3480-1 みはらしの湯 宮下建設(株) 396,000 R3.1.15

5 令和２年度　みはらしの湯　露天風呂浴槽シーリング工事 露天風呂浴槽シーリングの工事 西箕輪3480-1 みはらしの湯 (株)五十鈴 154,000 R3.1.21

6 令和２年度　仙流荘　浴室シャワー水栓取替え工事 浴室シャワー水栓の取替 長谷黒河内1847-2 仙流荘 イトウ 484,000 R3.2.22

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

高遠商工観光課

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 備　考

1 令和２年度　東高遠揚水ポンプ施設解体工事 ポンプ施設の解体及び処理 東高遠 東高遠揚水ポンプ施設 ㈱キタニ 363,000 R3.3.8

2 令和２年度　さくら祭り感染対策・安全対策工事 アクリルパネルの設置、グラウンド口階段の補強 高遠町　高遠城址公園 高遠城址公園 ㈲拾徳建設 889,020 R3.2.5

3 令和２年度　太鼓櫓囲い木柵工事 太鼓櫓を囲う木柵の設置 高遠町　高遠城址公園 高遠城址公園 ㈲拾徳建設 558,800 R3.2.3

4 令和２年度　高遠城址公園水銀灯漏電修理 漏電している水銀灯の修繕 高遠町　高遠城址公園 高遠城址公園 ㈲鎌倉電気工事 185,900 R3.3.1

5 令和2年度　高遠城址公園内擬木防止柵修繕工事 擬木補修２か所 高遠町　高遠城址公園 高遠城址公園 ㈱エフ・ケー建設 159,500 R3.2.8

6 令和３年度　高遠しんわの丘ローズガーデン木柵改修工事 木柵の設置２８か所 高遠町東高遠 高遠しんわの丘ローズガーデン 山一建設 946,000 R2.12.4

7 令和２年度　高遠しんわの丘ローズガーデン排水管布設工事 暗渠排水管の布設１６ｍ 高遠町東高遠 高遠しんわの丘ローズガーデン 伊澤土建 253,000 R3.2.5

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

建設課

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 備　考

1 交通安全施設工事 ネットフェンス交換　H=800　L=54ｍ 西町 市道　小黒１号線 黒河内建設㈱伊那営業所 605,880 R02.12.01

2 道路維持工事 ブロック積嵩上げ工　L=24.4m 西春近 市道　下村藤沢線 岩澤建設㈱伊那支店 825,000 R02.12.01

3 道路維持工事 舗装工　A=11ｍ2 美篶 市道　上川手13号線 廣瀬建設工業㈱ 286,000 R02.12.07

4 道路維持工事 排水パイプ修繕工　一式 西町 市道　西部１号線 ㈲古屋土建 165,000 R02.12.14

5 道路維持工事 陥没修繕L=8.2ｍ　A=9.8m2 西箕輪 市道　梨の木上溝線 岩澤建設㈱伊那支店 176,000 R02.12.17

6 交通安全施設工事 区画線設置工　L=234.4m 西春近 市道　西部１号線　上島小屋敷線 長野機材㈱南信支店 341,000 R02.12.18

7 道路維持工事 側溝布設替え　L=19m　現場打集水桝0.23m3 西春近 市道　下島細久保線 環境建設㈲ 924,000 R02.12.22

8 道路維持工事 側溝蓋修繕工　L=41.8m 西箕輪 市道　大萱大泉新田線 ㈲古屋土建 407,000 R02.12.22

9 道路維持工事 側溝修繕工　一式 福島 市道　福島45号線 ㈲鹿野組 209,000 R02.12.25

10 道路維持工事 陥没補修工 西町 市道　下春日町２号線 岩澤建設㈱伊那支店 220,000 R03.02.01

11 道路維持工事 L型擁壁工L=10.0mH=0.75m 日影 市道　日影1号線 ㈲鹿野組 902,000 R03.02.05

12 交通安全施設工事 ガードレール支柱モルタル補修　一式 中央 市道　上の原幹線 長野機材㈱南信支店 220,000 R03.02.08

13 市単独災害復旧工事 ブロック積修繕工　L=14.5m 富県 市道　東部線 ㈲鹿野組 891,000 R03.02.15

14 道路維持工事 止水板設置 荒井 市道　室町１号線 ㈲古屋土建 159,500 R03.02.25

15 道路維持工事 路肩修繕工（玉石積A=1.5m2） 手良八ツ手 市道　八ツ手３号線 ㈲鹿野組 275,000 R03.03.12

16 道路維持工事 側溝補修工（L=8.0m）　側溝補修工（L=5.0m） 美原 市道　美篶団地10号線 ㈲大村工業 495,000 R03.03.12

17 交通安全施設工事 マンホール調整工一式　舗装工A=13㎡ 手良野口 市道　野口蟹沢線 岩沢建設㈱伊那支店 264,000 R03.02.10

18 河川改良工事 コンクリート工V=0.5㎥　舗装工A=２㎡ 東春近 清水坂川 ㈲大村工業 374,000 R03.03.08

19 河川改良工事
河川改良L=6.0ｍ　W=1.5ｍ　底張コンクリート工A=9
㎡

富県 準用河川大沢川２工区 小椋工業㈱ 770,000 R03.02.08

20 交通安全施設工事 転落防止柵H=1.1m　L＝57.0ｍ 若宮 市道　上牧原10号線 長野機材㈱南信支店 858,000 R03.03.02

21 交通安全施設工事 転落防止柵H=1.1m　L＝36.0ｍ 野底 市道　野底10号線 長野機材㈱南信支店 534,600 R03.03.02

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 備　考

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

建設課

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 備　考

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)

22 凍結防止剤散布機修理 車載式凍結防止剤散布機の修理 下新田３０５０ 車載式凍結防止剤散布機 ロジスネクスト関信越（株）松本支店安曇野サービスセンター 46,200 R02.12.01

23 ブロワー修理 市道環境整備用のブロワーの修理 下新田３０５０ ブロワー 上伊那農業協同組合農業機械伊那センター 5,940 R02.12.02

24 動噴、ブロワー修理 市道環境整備用の動噴、ブロワーの修理 下新田３０５０ 動噴、ブロワー 上伊那農業協同組合農業機械伊那センター 25,540 R02.12.11

25 除雪機修理 歩道除雪用除雪機の修理 下新田３０５０ 歩道除雪用除雪機 （株）ヰセキ関東甲信越 25,520 R02.12.16

26 刈払機修理 市道環境整備用の刈払機の修理 下新田３０５０ 刈払機 上伊那農業協同組合農業機械伊那センター 55,300 R02.12.22

27 刈払機修理 市道環境整備用の刈払機の修理 下新田３０５０ 刈払機 上伊那農業協同組合農業機械伊那センター 27,760 R02.12.24

28 ブロワー修理 市道環境整備用のブロワーの修理 下新田３０５０ ブロワー 上伊那農業協同組合農業機械伊那センター 13,080 R02.12.25

29 凍結防止剤散布機修理 車載式凍結防止剤散布機の修理 下新田３０５０ 車載式凍結防止剤散布機 ロジスネクスト関信越（株）松本支店安曇野サービスセンター 17,600 R02.12.28

30 凍結防止剤散布機修理 車載式凍結防止剤散布機の修理 下新田３０５０ 車載式凍結防止剤散布機 伊那電装（株） 15,730 R03.01.07

31 凍結防止剤散布機修理 車載式凍結防止剤散布機の修理 下新田３０５０ 車載式凍結防止剤散布機 伊那電装（株） 16,500 R03.01.08

32 凍結防止剤散布機修理 車載式凍結防止剤散布機の修理 下新田３０５０ 車載式凍結防止剤散布機 伊那電装（株） 8,800 R03.02.17

33 交通安全施設工事 L型擁壁工H=0.5m　L=2.0m 西箕輪 市道　羽広中仙寺線 (有)古屋土建 154,000 R03.03.08



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

都市整備課

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 備　考

1 令和２年度　　双葉公園照明電源盤鍵及びタイムスイッチ　修繕 破損したタイムスイッチ、電気盤鍵の交換 御園63-1 双葉公園 伊那電装(株) 19,140 R2.12.1

2 令和2年度　伊那公園トイレブロワーポンプ　修繕 破損したトイレブロワーポンプの修繕 中央5528-1 伊那公園 光商会 9,900 R3.3.12

3 令和2年度　セントラルパークLED防犯灯　修繕 破損したLED照明の交換 荒井3388-2 セントラルパーク 伊那電装(株) 28,358 R3.3.17

4 令和２年度　殿島城址公園散水蛇口等　修繕 破損した散水蛇口の修繕 東春近7369-1 殿島城址公園 エビヤ鉄工設備(株) 28,600 R3.3.19

5 令和２年度　春日公園複合遊具　修繕 破損した複合遊具の修繕 西町5949-1 春日公園 (株)加納屋 7,260 R3.3.29

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

水道整備課

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 備　考

1 公共ます設置工事　公共ー２４ 公共ます設置工事 西町 公共ます 廣瀬建設工業(株) 451,000 R02.12.01
下水道整
備係

2 公共ます設置工事　公共ー２５ 公共ます設置工事 上の原区 公共ます エビヤ鉄工設備(株) 297,000 R02.12.14
下水道整
備係

3 公共ます設置工事　公共ー２６ 公共ます設置工事 荒井区 公共ます (有)しげの 209,000 R02.12.14
下水道整
備係

4 公共ます設置工事　特環共通ー２４ 公共ます設置工事 星ヶ丘区 公共ます 宮下建設(株) 66,000 R02.12.14
下水道整
備係

5 公共ます設置工事　農集ー６ 公共ます設置工事 表木区 公共ます (有)伊那シゲノ組 264,000 R02.12.14
下水道整
備係

6 公共ます設置工事　特環共通ー２６ 公共ます設置工事 福島区 公共ます 池田建設(株) 253,000 R03.02.08
下水道整
備係

7 公共ます設置工事　公共ー２９ 公共ます設置工事 狐島区 公共ます 池田建設(株) 242,000 R03.02.08
下水道整
備係

8 公共ます設置工事　公共ー３０ 公共ます設置工事 狐島区 公共ます 池田建設(株) 231,000 R03.02.08
下水道整
備係

9 公共ます設置工事　農集ー７ 公共ます設置工事 横町区 公共ます 宮下建設(株) 319,000 R03.02.22
下水道整
備係

10 公共ます設置工事　農集ー８ 公共ます設置工事 中組区 公共ます 宮下建設(株) 253,000 R03.02.22
下水道整
備係

11 公共ます設置工事　公共ー２８ 公共ます設置工事 中央区 公共ます 西武建工(株) 264,000 R03.02.08
下水道整
備係

12 公共ます設置工事　特環共通ー２５ 公共ます設置工事 大萱区 公共ます 廣瀬建設工業(株) 737,000 R03.02.08
下水道整
備係

13 公共ます設置工事　農集ー９ 公共ます設置工事 赤木区 公共ます 岩澤建設(株) 231,000 R03.03.01
下水道整
備係

14 公共ます設置工事　公共ー３１ 公共ます設置工事 若宮区 公共ます (有)いずみ 583,000 R03.03.01
下水道整
備係

15 公共ます設置工事　公共ー３２ 公共ます設置工事 荒井区 公共ます 廣瀬建設工業(株) 231,000 R03.03.01
下水道整
備係

16 公共ます設置工事　特環共通ー２８ 公共ます設置工事 下殿島区 公共ます 清野建設(株) 187,000 R03.03.01
下水道整
備係

17 公共ます設置工事　特環共通ー２９ 公共ます設置工事 青島区 公共ます 廣瀬建設工業(株) 297,000 R03.03.01
下水道整
備係

18 公共ます設置工事　公共ー２７ 公共ます設置工事 荒井区 公共ます 西武建工(株) 1,639,000 R03.03.01
下水道整
備係

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

水道整備課

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 備　考

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)

19 公共ます設置工事　特環共通ー２７ 公共ます設置工事 下川手区 公共ます 南重建設(株) 1,331,000 R03.03.08
下水道整
備係

20 公共ます設置工事　公共ー３３ 公共ます設置工事 上の原区 公共ます 池田建設(株) 242,000 R03.03.08
下水道整
備係

21 公共ます設置工事　公共ー３４ 公共ます設置工事 中央区 公共ます 廣瀬建設工業(株) 231,000 R03.03.08
下水道整
備係

22 公共ます設置工事　特環共通ー３０ 公共ます設置工事 大萱区 公共ます (株)酒井建設 440,000 R03.03.08
下水道整
備係

23 公共ます設置工事　公共ー３５ 公共ます設置工事 上の原区 公共ます 池田建設(株) 330,000 R03.03.22
下水道整
備係

24 公共ます設置工事　特環共通ー３１ 公共ます設置工事 小出島区 公共ます 廣瀬建設工業(株) 286,000 R03.03.22
下水道整
備係

25 公共ます設置工事　特環共通ー３２ 公共ます設置工事 上大島区 公共ます 池田建設(株) 203,500 R03.03.22
下水道整
備係

26 キッツ排水管修理復旧工事 排水管修理工事 渡場区 排水管 (有)田中産業 660,000 R03.03.15
下水道整
備係

27 農集処理場修繕　１１ 自動微細目スクリーンA　OH 美篶3422 美篶東部浄化センター ㈱五十鈴 605,000 R2.12.24
下水道管
理係

28 農集処理場修繕　１２ No.1流量調整ポンプ交換 溝口1009-1 溝口浄化センター 第一公害プラント㈱ 322,300 R3.1.8
下水道管
理係

29 農集処理場修繕　１３ No.2自動微細目スクリーンOH 上山田185-1 上山田浄化センター 岩澤建設㈱伊那支店 605,000 R3.1.8
下水道管
理係

30 非常用エンジンポンプ用バッテリー交換 バッテリー交換 美篶3422 美篶東部浄化センター ㈱五十鈴 16,500 R2.12.16
下水道管
理係

31 農集処理場修繕 タイムスイッチ交換 高遠町勝間181 勝間浄化センター 岩澤建設㈱伊那支店 21,065 R2.12.21
下水道管
理係

32 管理室照明交換 照明器具交換 手良沢岡694 手良浄化センター ㈲平岩電気工事 165,550 R3.2.12
下水道管
理係

33 前処理室照明交換工事 照明器具交換 手良沢岡694 手良浄化センター ㈲平岩電気工事 174,944 R3.2.12
下水道管
理係

34 既設ばっ気撹拌装置改修 ばっ気撹拌装置撤去 西春近135 小出北部浄化センター ㈱原鉄 116,600 R3.3.12
下水道管
理係

35 排気管布設工事 非常用エンジンポンプ排気管布設 西春近3756 西春近南部浄化センター ㈱五十鈴 89,100 R3.3.1
下水道管
理係

36 公共処理場修繕　７ 止水工事 下新田2990 伊那浄水管理センター (有)しげの 253,000 R3.1.13
下水道管
理係



小規模工事・修繕　契約状況一覧表

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。
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(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)

37 公共処理場修繕　８ 照明器具交換 下山田507 高遠浄化センター 鎌倉電気工事 990,000 R3.1.22
下水道管
理係

38 公共処理場修繕　9 No.2-2送風機逆止弁交換 下新田2990 伊那浄水管理センター ㈱ウォーターエージェンシー 297,000 R3.2.5
下水道管
理係

39 公共処理場修繕　１０ 薬液タンク仮設 下新田2990 伊那浄水管理センター ㈱原鉄 693,000 R3.2.12
下水道管
理係

40 火災報知器蓄電池取替 バッテリー交換 下山田507 高遠浄化センター (有)新井機械ポンプ商会 23,100 R3.3.12
下水道管
理係

41 男子トイレ１階修繕 フラッシュバルブ取替２箇所 下新田2990 伊那浄水管理センター ㈲いずみ 140,000 R3.3.19
下水道管
理係

42 男子トイレ２階修繕 フラッシュバルブ取替１箇所 下新田2990 伊那浄水管理センター ㈲いずみ 70,000 R3.3.18
下水道管
理係

43 UPS修繕 UPSファン交換 西春近2790 小出島浄化センター 伊那電装㈱ 14,960 R2.12.18
下水道管
理係

44 花畑MP電流計交換工事 電流計交換 東高遠 花畑MP 日本クリーンアセス㈱ 25,300 R3.3.16
下水道管
理係

45 火災報知器蓄電池取替 バッテリー交換 山寺 山寺ポンプ場 (有)新井機械ポンプ商会 7,700 R3.3.12
下水道管
理係

46 高遠地区MP　制御盤改修工事 ストックポンプ更新関連 高遠地区 高遠地区MP　４箇所 第一公害プラント㈱ 199,100 R3.3.2
下水道管
理係

47 マンホール蓋交換 マンホール蓋交換 高遠地区 高遠地区 長嶋鋳物㈱ 50,600 R3.2.18
下水道管
理係

48 広瀬邸公共ます修繕工事 公共マス高さ調整 長藤 長藤処理区 ㈲しげの 102,300 R3.3.23
下水道管
理係

49 特環管きょ修繕　１ シーケンサー交換 長藤 老人センターMP ㈲林電機商会 330,000 R3.1.28
下水道管
理係

50 特環管きょ修繕　２ 既設管撤去 長藤 四日市場 広瀬建設工業 781,000 R3.2.17
下水道管
理係

51 長時間警報発報タイマー交換工事 発報用タイマー増設 東春近 殿島１号MP 日本クリーンアセス㈱ 35,200 R2.12.23
下水道管
理係

52 シーケンサーデータ保存工事 シーケンサーデータ抽出 長藤 関屋橋MP他 ㈲林電機商会 38,500 R2.12.21
下水道管
理係

53 北原大橋北側マンホール撤去工事 マンホール撤去 長藤 北原大橋付近 廣瀬建設工業 29,700 R3.3.11
下水道管
理係

54 小出島５号MP　制御盤改修工事 小出島５号更新関連 西春近 小出島５号MP 第一公害プラント㈱ 198,000 R3.3.4
下水道管
理係
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55 大萱５号MP　予旋回槽補修工事 大萱２号・５号更新関連 西箕輪 大萱５号MP 第一公害プラント㈱ 196,900 R3.3.3
下水道管
理係

56 殿島３号ポンプ場侵入水止水工事 マンホール内止水工事 東春近 殿島３号MP ㈲しげの 165,000 R3.3.8
下水道管
理係

57 市道２３５７路面復旧工事 オーバーレイ 伊那地区 境1835-1番地北 小椋工業㈱ 56,100 R3.1.15
下水道管
理係

58 桜井配水池テレメーター配線修繕 テレメーター配線修繕 富県 桜井配水池 中信アスナ㈱ 93,500 R3.1.26
上水道管
理係

59 手良低区配水池バッテリー取替工事 バッテリー取替 手良 手良低区配水池 中信アスナ㈱ 96,800 R3.2.4
上水道管
理係

60 下島配水池通信機器修繕工事 通信機器修繕 西春近　下島 下島配水池 中信アスナ㈱ 484,000 R3.2.24
上水道管
理係

61 スキーリゾート配水池凍結防止ポンプ修繕 凍結防止ポンプ修繕 西春近 スキーリゾート配水池 甲信商事㈱ 99,000 R3.3.9
上水道管
理係
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1 令和2年度山寺・荊口配水池紫外線滅菌器取付工事 紫外線照射装置配管工事 高遠町・片倉・荊口 片倉・荊口配水池 山一建設 660,000 R2.12.1

2 令和2年度荊口配水池配管修繕 配管修繕 高遠町荊口 荊口配水池 山一建設 374,000 R3.2.1

3 令和2年度岩の沢緊急点検修繕工事 UV装置点検修繕(軽異常への対処) 高遠町岩の沢 岩の沢浄水場 甲信商事 45,650 R3.2.12

4 令和2年度浄水濁度計情報伝送装置点検修繕工事 浄水濁度計・情報伝送装置点検修繕 高遠町大沢 大沢浄水場 長野水機 171,600 R3.2.26

5 令和2年度非常通報装置修繕工事 発報されない不具合非常用通報装置の修繕高遠町弥勒 弥勒配水池 長野水機 286,000 R3.3.15

6 令和2年度東高遠仕切弁修繕工事 仕切弁更新 高遠町東高遠 丸美屋建設 363,000 R3.2.24

7 令和2年度長谷特定伊東修宅担体入替作業担体入替 長谷杉島935 (有)光商会 179,300 R3.3.2

8 令和2年度長谷特定西村篝宅担体入替作業担体入替 長谷中尾269 (有)光商会 209,000 R3.3.2

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)
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1 教室床張りほか工事 教室床張り、踏み台設置ほか工事 伊那西小学校 伊那西小学校 (株)やまとわ 679,030 R3.1.15

2 緊急遮断弁電源装置交換工事 貯水槽機械室の緊急遮断弁電源装置の交換工事富県小学校 富県小学校 (株)ＢＩＳＯ 165,000 R2.12.24

3 消火配管フート弁取替工事 消火配管のフート弁の取替 東春近小学校 東春近小学校 （株）千代田ポンプ 154,000 R2.12.17

4 線入透明ガラス修理 さくらルームのガラス修理 高遠小学校 高遠小学校 (有)宮原硝子店 59,015 R3.3.17

5 既存カーテンレール移設修繕 既存のカーテンレールを移設 山寺298-1 子ども相談室 都築木材（株） 13,200 R3.3.11

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)
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1 令和２年度西春近北小学童クラブ　エアコン設置工事 ６畳間エアコン設置 西春近197番地1 西春近北小学童クラブ （有）鎌倉電気工事 152,000 R3.1.25

2 入口引き戸鍵調整修繕 引き戸鍵の修繕 手良野口222番地 手良小学校内 酒井建具店 3,300 R3.1.28

3 高遠北小学童クラブ　漏水修繕工事 水道漏水修繕 高遠町長藤4410番地 高遠北小教員住宅 向山管工 83,988 R3.1.29

4 令和２年度消防用設備不備改修 消防設備修繕 高遠町長藤4410番地・狐島4281番地・西春近197番地1 高遠北小・伊那東・西春近北学童クラブ （有）エーアイシステム 187,929 R3.2.1

5 サッシ修繕工事 建具修繕 西箕輪6569番地1 旧西箕輪小教員住宅 （有）宮原ガラス店 118,800 R3.3.8

6 トイレ漏水修繕工事 フラッシュバルブ漏水修繕 山寺3255番地1 伊那小学童クラブ エビヤ鉄工設備（株）18,700 R3.3.24

7 非常放送設備ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 非常放送設備ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 荒井3417-2 伊那図書館 ㈱伊那エンジニアリング118,250 R2.12.16

8 伊那図書館書架建具修繕工事 書架・建具の修繕 荒井3417-2 伊那図書館 (有)北山木工所 64,920 R2.12.11

9 伊那図書館視聴覚室ブラインド修繕工事ブラインドの修繕工事 荒井3417-2 伊那図書館 (有)ジョイフルいとう107,140 R3.2.26

10 高遠町総合福祉センター　KHP室内機基板交換修理 KHP空調システム室内機基板交換修理 高遠町西高遠1644 高遠町総合福祉センター
㈱デンソーソリューション
長野支店 99,000 R3.1.7

11 高遠町文化センター　湯沸器取替修繕 湯沸器の不良による取替修繕 高遠町西高遠810-1 高遠町文化センター
上伊那農協
上伊那LPガスセンター 24,800 R3.1.20

12 高遠町総合福祉センターやますそ　オイルタンク受け修繕工事 屋上オイルタンク受けの塗装劣化等による修繕 高遠町西高遠1644 高遠町総合福祉センター 蜷川塗装 40,612 R3.3.10

13 高遠町文化センター　自動ドア装置取替修繕 自動ドア装置部分の不良による取替修繕 高遠町西高遠810-1 高遠町文化センター 株式会社長野ナブコ 321,200 R3.3.24

14 高遠町歴史博物館絵島囲み屋敷塀修繕絵島囲み屋敷塀修繕 高遠町東高遠４５７ 高遠町歴史博物館健創 470,217 R3.3.1

(令和２年１２月１日～令和３年３月３１日契約分)


