
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。

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 男子トイレフラッシュバルブ修繕 故障したフラッシュバルブの修繕３箇所 下新田３０５０ 市役所本庁舎 エビヤ鉄工設備㈱ 264,000 R4.2.4

2 防火戸キャッチロック修繕 故障した防火戸キャッチロックの修繕 下新田３０５０ 市役所本庁舎 （株）ＢＩＳＯ 52,250 R4.3.9

3 煙感知器修繕 故障した煙感知器の修繕５箇所 下新田３０５０ 市役所本庁舎 （株）ＢＩＳＯ 154,000 R4.3.11

(令和３年１２月１日～令和４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。

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３年度　　笠原区防火水槽撤去工事 防火水槽の撤去 美篶1042 防火水槽 (有)丸美屋建設 616,000 R4.2.10

2 令和３年度　　西箕輪大萱防火水槽給水管止水工事 不要な給水管の止水 西箕輪6702-1 防火水槽 （株）南工業 100,100 R4.3.2

(令和３年１２月１日～令和４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3年度 高遠町総合支所誘導灯本
体取替修繕工事

作動不良の誘導灯取替修繕 高遠町西高遠810-1 高遠町総合支所
㈱新日通防災
機器

165,880 R3.12.24

2
令和3年度 西高遠千年町 自衛官募
集看板撤去工事

破損した看板の撤去
高遠町西高遠千年
町

伊澤土建 66,000 R4.3.10

(令和３年１２月１日～令和４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。

地域創造課

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3年度　高遠移住体験住宅修繕工事 和室のフローリング化工事 高遠町西高遠486番地2
伊那市高遠体験住宅3号、4号
（高遠町多町教員住宅） 大工　今枝 954,360 R3.12.15

2 令和3年度　高遠移住体験住宅表替え修繕工事 和室の畳の表替え 高遠町西高遠486番地2
伊那市高遠体験住宅3号、4号
（高遠町多町教員住宅） 大工　今枝 273,182 R4.2.1

3 令和3年度　伊那市高遠町コミュニティスペース修繕工事 床張り替え工事 高遠町西高遠167番地 伊那市高遠町コミュニティスペース 大工　今枝 434,060 R4.2.14

(令和３年１２月１日～令和４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
いなっせ5階、6階、7階、8階　男子トイレ小
便器水漏れ修繕ダイヤフラム交換　14か所

小便器水漏れに伴うダイヤフラム取替修繕 荒井3500-1 生涯学習センター （株）五十鈴 59,400 R3.11.8

2 カウンター修繕スクリーン設置工事
事務室受付カウンターアクリル板設置工事
（感染予防対策）

荒井3500-1 生涯学習センター （株）広瀬創建 123,200 R4.1.11

(令和３年１２月１日～令和４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 令和３年度　道路反射鏡工事 老朽した道路反射鏡の修繕 伊那市市内４箇所 道路反射鏡 黒河内建設㈱伊那営業所 217,900 R4.2.28
Ｒ4.3.17
変更契
約

2
令和３年度　(仮称)横山バイクパーク
管理棟施設内Wi-Fi設備工事

施設内Wi-Fi設備設置 中央4747-7 (仮称)横山バイクパーク 伊那電装㈱ 49,830 R4.2.10

3
令和３年度　(仮称)横山バイクパーク
管理棟インターネット接続工事

施設内インターネット配線引き込み 中央4747-7 (仮称)横山バイクパーク 伊那ケーブルテレビジョン㈱ 48,400 R4.2.9

4
令和３年度　(仮称)横山バイクパーク
管理棟シャッター塗装工事

管理棟シャッター塗装 中央4747-7 (仮称)横山バイクパーク ㈱風越 291,500 R3.12.7

5
令和３年度　(仮称)横山バイクパーク
管理棟ﾒｲﾝｻｲﾝ改修工事

バイクパークメインサイン作成取付 中央4747-7 (仮称)横山バイクパーク ㈱広瀬創建 121,000 R4.3.9

6
伊那市火葬場　２号炉パワーシリン
ダー取替修繕

パワーシリンダー取替 山寺3014-2 伊那市営火葬場 施設工業㈱ 280,500 R3.12.7

7
令和３年度　伊那市営火葬場３号炉
俳煙濃度計取替修繕

排煙濃度計取替 山寺3014-2 伊那市営火葬場 施設工業㈱ 599,500 R4.2.15

8 伊那市駅女子トイレ手洗い水栓漏水修繕 手洗い排水漏水修理 荒井3428-7 伊那市駅前公衆便所 エビヤ鉄工 22,000 R3.12.7

9 伊那市駅男子トイレ凍結修理 配管凍結修理 荒井3428-7 伊那市駅前公衆便所 エビヤ鉄工 5,500 R4.1.21

10 伊那図書館前外男子トイレ修繕 フラッシュバルブ交換 荒井3416-1 錦町さわやかトイレ エビヤ鉄工 28,600 R3.12.7

11 塩供トイレドアノブ交換 ドアノブ交換 高遠町長藤3768 塩供公衆便所 エビヤ鉄工 18,700 R4.2.24

12 塩供トイレ男子トイレフラッシュバルブ交換 小便器フラッシュバルブ交換 高遠町長藤3768 塩供公衆便所 エビヤ鉄工 16,500 R4.1.20

(令和３年１２月１日～令和４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 オペレーターほか改修工事 破損したオペレーターの修繕 西春近7518番地6 西春近南保育園 ㈱アートボックス 110,000 R4.1.5

2 ペレットボイラー修繕 破損したペレットボイラーの修繕 狐島4255番地2 竜東保育園 ㈱巴商会 198,000 R4.1.5

3 リズム室床修繕 傷んだ床の補修工事 西春近7518番地6 西春近北南保育園㈱風越 110,000 R4.1.13

4 砂場嵩上げ工事 砂場の嵩上げ工事 西箕輪3900番地138 西箕輪保育園 ㈱ヤマウラ伊那支店990,000 R4.1.28

5 門扉設置工事 門扉の設置工事 上の原6066番地 上の原保育園 ㈲イトウガラス 128,700 R4.2.1

6 電話機移設修繕 電話機の移設修繕 山寺1499番地7 小鳩園 伊那電装㈱ 17,930 R4.2.1

7 フラッシュﾊﾞﾙﾌﾞ修繕 フラッシュバルブの修繕 上の原６０６８番地1 上の原支援センター㈱中山工務店 22,423 R4.2.1

8 給食室照明器具取替工事 照明器具の取替修繕 美篶5437番地2 美篶保育園 ㈲平岩電気工事 117,106 R4.2.8

9 電動弁修繕 破損した電動弁の修繕 長谷溝口1317番地 長谷保育園 ㈱ﾏﾅﾃｯｸ伊那支店200,750 R4.2.10

10 トイレ水漏れ修繕 トイレの水漏れ修繕 山寺1499番地7 小鳩園 ㈱中山工務店 11,550 R4.2.16

11 FFストーブ修繕 破損したストーブの入替修繕 山寺1499番地7 小鳩園 ㈱中山工務店 22,000 R4.2.16

12 リズム室LED照明器具取替工事 LED照明の取替え工事 荒井4408番地2 竜西保育園 ㈱伊那エンジニアリング638,000 R4.3.1

13 水抜き栓取替修繕 破損した水抜き栓の取替修繕 山寺1499番地7 竜北保育園 ㈱竹腰工業所 190,300 R4.3.2

14 ペレットボイラー修繕 破損したペレットボイラーの修繕 富県6562番地1 富県保育園 ㈱巴商会 534,512 R4.3.18

15 灯油漏れ修繕 灯油漏れしていたため修繕 西高遠532番地 高遠支援センター ㈱伊那エンジニアリング206,800 R4.3.15

(令和３年１２月１日～令和４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。

長谷市民福祉課

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３年度　伊那市まちづくり拠点施設「気
の里ヘルスセンター栃の木」外灯修繕 故障した外灯の修繕 長谷非持５４４番地 (有)鎌倉電気 73,700 R3.12.16

2
令和３年度長谷健康増進センター（美和診
療所含む）空調設備修繕 故障した空調機の修繕 長谷非持５６９番地１ 長谷健康増進センター (株)ヤマウラ 220,000 R4.3.14

3
令和３年度　長谷健康増進センター（美和診
療所含む）トレーニングマシーン修繕 破損したトレーニングマシーンの修繕 長谷非持５６９番地１ 長谷健康増進センター (株)石川医科器械店 43,780 R4.3.10

(令和３年１２月１日～令和４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３年度　みはらしファームのって
みらっし看板修繕

劣化した案内看板の修繕 西箕輪羽広
みはらしファーム
のってみらっし

有限会社　ヤマグチ 77,000 R4.1.31

2 令和３年度　みはらしファーム草の家２階照明修繕 劣化した照明の修繕 西箕輪羽広
みはらしファーム
草の家

伊那エンジニアリング株式会社 83,050 R4.2.2

3 令和３年度　とれたて市場玄関修繕 劣化した玄関タイル、看板、点字ブロック修繕 西箕輪羽広
みはらしファーム
とれたて市場

有限会社　ヤマグチ 29,700 R4.1.31

4 令和３年度　とれたて市場格子窓他修繕 劣化した格子窓他修繕 西箕輪羽広
みはらしファーム
とれたて市場

有限会社　ヤマグチ 36,300 R4.2.25

5 令和３年度　木棲舎照明修繕 照明をLED化するための修繕 西箕輪羽広
みはらしファーム
木棲舎

有限会社　ヤマグチ 29,700 R4.1.17

6 令和３年度　草の家雨樋修繕 劣化した雨樋の修繕 西箕輪羽広
みはらしファーム
草の家

有限会社　ヤマグチ 22,000 R4.3.15

(令和３年１２月１日～令和４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

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 狐島水路改修工事 自由勾配側溝　L=6.0ｍ 狐島 用水路 ㈲大村工業 660,000 R3.12.10

2 荒井地区水路補修工事 水路側面吸出し防止補修 荒井 室町 用水路 ㈲大村工業 495,000 R3.12.24

3 上戸地区用水路甲蓋取替工事 400用フリューム蓋設置 西箕輪 上戸 用水路 ㈲古屋土建 627,000 R3.12.24

4 中殿島地区ネットフェンス改修工事 ネットフェンス　L=48.5m　H=80 東春近 中殿島 転落防止柵 長野機材㈱南信支店 550,000 R3.12.24

5 南割水路改修工事 分水工　桝蓋 美篶南割 用水路 小椋工業㈱ 330,000 R4.1.7

6 瀬戸地区水路修繕工事 VU350　L=8.0m 高遠町小原瀬戸 用水路 渋谷建設 679,800 R4.1.18

7 羽場地区水路修繕工事 コンクリート蓋　Ⅱ種 高遠町下山田羽場 用水路 渋谷建設 126,500 R4.1.20

8 御堂垣外地区水路修繕工事 水路堰及び落とし　１箇所 高遠町深山井 用水路 山一建設 198,000 R4.2.24

9 狐島水路漏水対策工事 根継工　L=3.0m H1200ｍｍ 伊那市狐島 用水路 小椋工業㈱ 462,000 R4.2.24

10 大萱区沢川水路補修工事 水路底版補修 西箕輪 大萱 用水路 ㈲古屋土建 198,000 R4.3.9

11 引持地区水路修繕工事 BF300布設替 L=10.0ｍ、法面整形 A=82㎡ 高遠町引持 用水路 山一建設 627,000 R4.3.23

12 荒井区 大井水路改修工事 集水桝撤去、水路布設L=1.0m 荒井 上荒井 用水路 ㈲室岡造園土木 385,000 R4.3.9

13 仙見水路改修工事 OF500　L=8.0m 仙見 用水路 南重建設㈱ 770,000 R3.12.7

14 湯戸水路改修工事 OF300 L=4.0m　RF300 L=2.0m 北福地 用水路 小椋工業㈱ 385,000 R4.1.14

15 日影水路改修工事 BF L=8.0m 日影 用水路 ㈲大村工業 363,000 R4.1.21

16 上牧水路改修工事 水路補強 上牧 用水路 小椋工業㈱ 253,000 R4.2.18

(令和３年１２月１日～令和４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

※ 登録は、１００万円未満の工事及び修繕等。

耕地林務課

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

(令和３年１２月１日～令和４年３月３１日契約分)

17 滝沢地区落差桝修繕工事 BF400　BOX400 勝間滝沢 用水路 渋谷建設 935,000 R4.1.20

18 中井水路取水桝復旧工事 取水桝復旧 西箕輪 大泉新田 用水路 ㈲古屋土建 204,600 R4.1.14

19 中坪雨水流入対策工事 アスカーブ　L=20.0m 手良中坪 用水路 小椋工業㈱ 165,000 R4.1.7

20 大萱井 水桝復旧工事 西箕輪　小沢川 用水路 ㈲古屋土建 924,000 R4.2.10

21 市野瀬　水路復旧工事 土砂除去　L=50m 市野瀬　下村 用水路 村上鉄工 330,000 R4.2.24

22 田原区 排水路護岸復旧工事 石積・陥没個所復旧 東春近 田原 用水路 ㈲大村工業 583,000 R4.3.1

23 南福地　法面復旧工事 法面復旧25.65㎡　丸太柵L=7.0m 富県南福地 圃場法面 ㈲鹿野組 539,000 R4.3.15

24 古屋敷地区農地復旧工事 かご枠工２段　L=7.0m 高遠町片倉 圃場法面 ㈲しげの 957,000 R4.3.18

25 片倉地区水路浚渫工事 水路浚渫（高圧洗浄） 高遠町片倉 用水路 ㈲しげの 374,000 R4.3.23

26 5月豪雨災害復旧事業 西之平地区 田復旧工事 盛土工A=13.０㎡、フトン篭工4段L=16.0m 富県 上新山 圃場法面 小椋工業㈱ 814,000 R4.1.12

27 8月豪雨災害復旧事業 小出3区地区 田復旧工事 排土 0.04ha　V=62㎥ 西春近 小出３区 圃場法面 ㈲大村工業 583,000 R4.1.12

28 林道大日向線　路肩修繕工事 路肩修繕　L-7.0m 富県　北福地 林道 (有)鹿野組 671,000 R4.1.31
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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。

高遠町農林建設課

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 令和3年度　道路修繕工事 縁石補修 西高遠 市道高砂小原線 ㈲しげの 275,000 R3.12.14

2 令和３年度　道路修繕工事 ブロック積 長藤中村 市道小路線 ㈲丸美屋建設 968,000 R4.3.1

3 令和3年度弁財天橋舗装修繕工事 舗装修繕 東高遠 高砂小原線 ㈲しげの 110,000 R3.12.6

4 令和３年度　舗装修繕工事 舗装修繕 上山田金井 金井河原線 環境建設㈲ 990,000 R3.12.27

5 令和3年度　舗装修繕工事 舗装修繕 藤沢台殿 殿垣外村中線 環境建設㈲ 583,000 R3.12.27

6 令和3年度　舗装修繕工事 舗装修繕 藤沢片倉 古屋敷旧道線 ㈲しげの 539,000 R3.12.28

7 令和3年度　市単災害復旧工事 かごマット工 下山田大沢 大沢線 ㈲丸美屋建設 561,000 R4.3.8

(令和３年１２月１日～令和４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。

長谷総合支所　農林建設課

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 令和3年度　戸台ゲート修繕 破損した通行止規制用ゲートの修繕 伊那市　長谷　黒河内 戸台通行止規制用ゲート 村上鉄工 44,000 R4.3.31

2 令和3年度　脱着式除雪装置修繕 破損した脱着式除雪装置の修繕 伊那市　長谷　溝口 除雪用装置 西村重機 58,300 R4.1.11

3 令和3年度　交通安全施設工事 破損したガードレールの修繕 伊那市　長谷　浦 市道　浦線 宮下建設㈱ 60,500 R4.2.18

4 令和3年度　道の駅屋根修繕 破損した屋根雪止の修繕 伊那市　長谷　非持 道の駅南アルプスむら長谷 上原屋建築 271,810 R4.3.1

5 令和3年度　市野瀬水路復旧工事 農業用水路の浚渫　L=100ｍ 伊那市　長谷　市野瀬 市野瀬農業用水路 村上鉄工 330,000 R4.3.1

6 令和3年度　林道長谷高遠線支障木伐開工事 樹木伐採・整地 伊那市　長谷　黒河内 林道　長谷高遠線 西村重機 755,590 R4.3.1

(令和３年１２月１日～令和４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３年度　仙流荘　浴槽ろ過材入替工事 ろ過材の入替工事 長谷黒河内1847-2 仙流荘 (株)三京 605,000 R3.12.10

2 令和３年度　高遠さくらホテル　消防設備煙探知機配線修繕 配線不良の煙感知器の修繕 高遠町勝間217 高遠さくらホテル (有)鎌倉電気工事 90,200 R3.12.27

3 令和３年度　仙流荘　消防設備煙探知機配線修繕 配線不良の煙感知器の修繕 長谷黒河内1847-2 仙流荘 (有)鎌倉電気工事 91,300 R3.12.27

4 令和３年度　みはらしの湯　薬注装置更新工事 薬注装置の更新工事 西箕輪3480-1 みはらしの湯 宮下建設(株) 396,000 R4.1.14

5 令和３年度　羽広温泉　温泉スタント配線修繕 温泉スタンドの配線不良の修繕 西箕輪3900-195 温泉スタンド (株)サクセン 110,000 R4.3.11

6 令和３年度　仙流荘　浄化槽放流ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕工事 破損したﾎﾟﾝﾌﾟの修繕 長谷黒河内1847-2 仙流荘 (有)光商会 162,030 R4.3.22

(令和３年１２月１日～令和４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３年度　高遠城址公園照明・呼び出し放送設備改修工事 公園照明、スピーカの修繕 高遠城址公園 照明、スピーカ 有限会社　鎌倉電気工事 452,100 R4.1.20

2 令和３年度　蓮華寺公衆トイレ給水管修繕工事 漏水修繕 蓮華寺 蓮華寺公衆トイレ 山一建設 33,000 R4.1.24

3 令和３年度　高遠城址公園安全対策工事 空堀ほかの安全対策工事 高遠城址公園 空堀ほか 有限会社　拾徳建設 413,600 R4.3.7

4 令和３年度　買い物広場時計設備修繕工事 時計の修繕 買い物広場 時計台 有限会社　鎌倉電気工事 159,500 R4.3.14

5 令和３年度　高遠城址公園二ノ丸階段修繕 階段の修繕 高遠城址公園 二ノ丸階段 有限会社　拾徳建設 66,660 R4.3.14

6 令和３年度　高遠城址公園漏水修繕工事 漏水修繕 高遠城址公園 給水管 有限会社池田管工業 110,000 R4.3.22

7 ポレポレの丘開栓工事 トイレバルブの修繕 ポレポレの丘 ポレポレの丘公衆トイレ 有限会社池田管工業 21,780 R4.3.25

(令和３年１２月１日～令和４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 凍結防止剤散布機の修繕 凍結防止剤散布機の修繕 下新田３０５０ 凍結防止剤散布機 ロジスネクスト関信越（株） 20,900 R3.12.7

2 凍結防止剤散布機の修繕 凍結防止剤散布機の修繕 下新田３０５０ 凍結防止剤散布機 伊那電装（株） 19,800 R3.12.22

3 凍結防止剤散布機の修繕 凍結防止剤散布機の修繕 下新田３０５０ 凍結防止剤散布機 ヤンマーアグリジャパン（株） 8,800 R3.12.22

4 凍結防止剤散布機の修繕 凍結防止剤散布機の修繕 下新田３０５０ 凍結防止剤散布機 ロジスネクスト関信越（株） 46,200 R4.1.26

5 凍結防止剤散布機の修繕 凍結防止剤散布機の修繕 下新田３０５０ 凍結防止剤散布機 （株）マツシマ 14,124 R4.2.4

6 凍結防止剤散布機の修繕 凍結防止剤散布機の修繕 下新田３０５０ 凍結防止剤散布機 宮下建設（株） 12,100 R4.3.8

7 ブロワーの修繕 ブロワーの修繕 下新田３０５０ ブロワー 上伊那農業協同組合 15,530 R3.12.9

8 ブロワーの修繕 ブロワーの修繕 下新田３０５０ ブロワー 上伊那農業協同組合 20,000 R4.1.26

9 一般道路改良工事 自由勾配側溝　L=10m　プレキャスト集水桝　1基　ほか 下新田 市道　南河原横道線 ㈲河野土木 726,000 R4.3.1

10 一般道路改良工事 自由勾配側溝　L=11m　ほか 上牧 市道　上牧野底線 廣瀬建設工業㈱ 924,000 R3.12.24

11 河川改良工事 カゴマット工　A=3m2　ほか 富県 普通河川　宮原川その１ 小椋工業㈱ 286,000 R4.3.29

12 河川改良工事 盛土工　V=10m3　法面整形　A=10m2 富県 一級河川　新山川 小椋工業㈱ 352,000 R4.3.17

13 河川改良工事 根継工（1工区）L=21.0m （2工区）L=10.5m　ほか 横山 準用河川　鳥居沢川 ㈱酒井建設 803,000 R4.2.2

14 河川改良工事 カゴマット工 A=10m2　ほか 富県 普通河川　宮原川その３ 小椋工業㈱ 891,000 R4.3.29

15 河川改良工事 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工 A=5.0m2　ほか 富県 普通河川　宮原川その２ 小椋工業㈱ 935,000 R4.3.29

16 交通安全施設工事 ソフトポールコーン　撤去・設置 西箕輪 市道　大萱大泉新田線 長野機材㈱南信支店 20,900 R3.12.8

17 交通安全施設工事 溶融式ペイント（止まれ）W=15cm換算　L=44.4m　ほか 西春近 市道　諏訪形北割線 長野機材㈱南信支店 81,778 R3.12.8

18 交通安全施設工事 加熱式ペイント実線W=15cm　L=439.0.ｍ 上牧 市道　上の原46号線他 長野機材㈱南信支店 91,751 R3.12.17

(令和３年１２月１日～令和４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３年１２月１日～令和４年３月３１日契約分)

19 交通安全施設工事 ネットフェンス設置・撤去工　L=20m 西町 市道　小黒1号線 黒河内建設㈱伊那営業所 224,400 R4.2.8

20 交通安全施設工事 舗装工　A=10m2　横断防止柵設置工　L=1.0m　ほか 荒井 市道　上荒井1号線 ㈲ＳＯＬ 231,000 R3.12.23

21 交通安全施設工事 溶融式ペイント実線W=15cm　L=109.0.ｍ　ほか 手良中坪 市道　堀の内二重平線 長野機材㈱南信支店 252,054 R3.12.17

22 交通安全施設工事 道路詳細設計　L=0.04㎞ 山寺 市道　前橋天竜町線 岩澤建設㈱伊那支店 374,000 R3.12.14

23 交通安全施設工事 グリーンベルト　A=60m2 　区画線工  L=200m 山寺 市道　深川1号線 黒河内建設㈱伊那営業所 409,200 R3.12.3

24 交通安全施設工事 区画線工　1式 上の原 市道　上の原14号線 長野機材㈱南信支店 409,200 R4.1.27

25 交通安全施設工事 加熱式ペイント実線　W=15cm　L=1236.0.ｍ　ほか 美原 市道　美篶団地1号線他 長野機材㈱南信支店 474,298 R4.1.21

26 交通安全施設工事 現場打擁壁工　V=3m3、舗装工　A=14m2 西町 市道　小黒原1号線 ㈲白鳥土木 770,000 R3.12.1

27 交通安全施設工事 外側線設置　L=135m　 ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ設置　A=101m2 　ほか 富県 市道　桜井殿島線 長野機材㈱南信支店 814,000 R4.3.4

28 市単土木災害復旧工事 かごマット4段  L=6.0m　法面整形  A=16ｍ2 富県 市道　中平5号線 小椋工業㈱ 994,400 R4.3.8

29 道路維持工事 道路補修工　一式 手良下手良 市道　中村11号線 岩澤建設㈱伊那支店 44,000 R4.3.8

30 道路維持工事 施設案内標識撤去　一式 美篶 市道　青島耕地5号線 黒河内建設㈱伊那営業所 57,200 R3.12.17

31 道路維持工事 路肩修繕工　一式 富県 市道　奈良尾1号線 ㈲鹿野組 60,500 R4.3.8

32 道路維持工事 道路補修工　一式 美篶 市道　上川手3号線 岩澤建設㈱伊那支店 60,500 R4.3.8

33 道路維持工事 グレーチング撤去・据付 美篶 市道　美篶手良線 ㈱キタハラ 61,600 R3.12.22

34 道路維持工事 道路維持樹木処理場整備工事　一式 西春近 市道　上島堤防線 環境建設㈲ 80,300 R4.3.8

35 道路維持工事 路面整正工　1式 坂下 市道　旭町5号線 西武建工㈱ 138,600 R3.12.7

36 道路維持工事 排水桝修繕工　一箇所 中央 市道　球場回り線 ㈲いずみ 144,100 R4.3.8



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３年１２月１日～令和４年３月３１日契約分)

37 道路維持工事 路盤工　一式 上新田 市道　上新田1号線 ㈲大村工業 156,200 R3.12.10

38 道路維持工事 区画線工　溶融式　L＝46.9ｍ 中央 市道　上の原14号線 ㈲田中産業 198,000 R4.3.8

39 道路維持工事 路肩修繕工　L=13m 美篶 市道　玉雲寺線 ㈲田中産業 209,000 R4.3.8

40 道路維持工事 橋梁補修工　一式 富県 市道　東田線 小椋工業㈱ 220,000 R4.3.8

41 道路維持工事 路肩修繕工　L=15.2m 美篶 市道　上大島23号線 ㈲田中産業 220,000 R4.3.8

42 道路維持工事 土砂撤去工　1式 東春近 市道　木裏原1号線 環境建設㈲ 231,000 R3.12.10

43 道路維持工事 グレーチング設置工　1箇所 美篶 市道　下川手上原山際線 ㈲田中産業 253,000 R4.3.8

44 道路維持工事 擁壁設置工　L=0.85ｍ　舗装工　A＝0.64m2
 美篶 市道　中県六道線 ㈲田中産業 253,000 R4.3.8

45 道路維持工事 水路清掃工　1式 山寺 市道　伊那北停車場山寺上村線 ㈲しげの 264,000 R4.2.17

46 道路維持工事 路肩修繕工　1式 美篶 市道　上大島21号線 ㈲白鳥土木 286,000 R4.3.8

47 道路維持工事 グレーチング設置工　1箇所 中央 市道　中央区16号線 ㈲いずみ 347,600 R4.3.8

48 道路維持工事 水路清掃工　1式 御園 市道　河西線 ㈲しげの 352,000 R4.2.17

49 道路維持工事 法面整形　L=5.0m 富県 市道　中平5号線 小椋工業㈱ 440,000 R4.3.8

50 道路維持工事 小型水路工　L=16m 横山 市道　横山キャンプ場線 ㈲伊藤建設 550,000 R3.12.15

51 道路維持工事 路肩コンクリート工　L=23.0ｍ　ガードレール（レールのみ）撤去・設置　L=20.0m 富県 市道　南部線 小椋工業㈱ 554,400 R4.2.8

52 道路維持工事 横断溝設置工　L=3m 手良中坪 市道　上村8号線 ㈲田中産業 627,000 R4.3.8

53 道路維持工事 側溝修繕工　9箇所 美原 市道　美篶団地5号線他 ㈲大村工業 693,000 R3.12.17

54 道路維持工事 コンクリート叩き落し工　1式 西町 市道　小黒原1号線 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社飯田事業所 700,700 R4.2.7



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３年１２月１日～令和４年３月３１日契約分)

55 道路維持工事 L型擁壁工　L=9.7m　舗装工　A=11m2 日影 市道　日影1号線 ㈲鹿野組 869,000 R4.3.8

56 道路維持工事 歩道整備工　1式　　丸太柵工　1式 荒井 市道　川北沢尻線 ㈲古屋土建 935,000 R4.2.25

57 道路防災工事 金網・支柱設置 L=50m 小沢 市道　小沢小黒原１号線 長野機材㈱南信支店 957,000 R4.2.4

58 舗装維持工事 舗装工　A=47m2 境 市道　広表河原線 ㈲田中産業 451,000 R3.12.1

59 舗装維持工事 構造物撤去工　1式　道路土工　1式　ほか 西箕輪 市道　大沢1号線 岩澤建設㈱伊那支店 682,000 R3.12.21

60 舗装維持工事 舗装工　A=87m2 狐島 市道　境上新田線 ㈲田中産業 759,000 R3.12.1

61 舗装維持工事 舗装工　A=320ｍ2 手良下手良 市道　堀の内3号線 廣瀬建設工業㈱ 880,000 R4.2.8

62 舗装維持工事 舗装工　A=299m2 西町 市道　荒井横山線 岩澤建設㈱伊那支店 924,000 R3.12.3



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 春日公園、伊那公園電気機器修繕工事 電球等の交換 中央5528-1ほか 伊那公園ほか ㈱伊那エンジニアリング 198,033 R4.1.31

2 鳩吹公園遊具解体工事 使用不能遊具の撤去 横山7227-1420 鳩吹公園 西武建工㈱ 66,000 R4.2.1

3 伊那公園防犯灯修繕工事 防犯灯の蛍光灯交換 中央5528-1 伊那公園 大光電気㈱ 4,290 R4.2.14

4 令和3年度伊那市公園ブランコ座板等修繕工事 ブランコ座板・吊り金具の修繕 横山7227-1420ほか 鳩吹公園ほか ㈱朝日スポーツ 198,220 R4.3.3

5 伊那市公園遊具修繕業務 劣化遊具の修繕 中央5528-1ほか 伊那公園ほか ㈱加納屋 198,990 R4.2.3

6 セントラルパーク看板新設工事 案内看板設置 荒井3388-2 セントラルパーク ㈱東京堂 29,425 R4.3.22

(令和３年１２月１日～令和４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-25

公共ます設置工　１箇所
上新田区

公共ます
廣瀬建設工業(株) 374,000 R03.12.13

2
9公共ます設置工事　特環共通-32

公共ます設置工　１箇所
上大島区

公共ます
廣瀬建設工業(株) 330,000 R03.12.13

3
公共ます設置工事　農集-8

公共ます設置工　１箇所
小出二区

公共ます
池田建設(株) 407,000 R03.12.13

4
公共ます設置工事　公共-26

公共ます設置工　１箇所
狐島区

公共ます
清野建設(株) 374,000 R03.12.20

5
公共ます設置工事　公共-27

公共ます設置工　１箇所
境区

公共ます
(有)河野土木 220,000 R03.12.20

6
公共ます設置工事　農集-9

公共ます設置工　１箇所
貝沼区

公共ます
清野建設(株) 297,000 R04.01.11

7
公共ます設置工事　公共-28

公共ます設置工　１箇所
御園区

公共ます
(有)河野土木 341,000 R04.01.13

8
公共ます設置工事　公共-29

公共ます設置工　１箇所
御園区

公共ます
(有)河野土木 275,000 R04.01.13

9
9公共ます設置工事　特環共通-33

公共ます設置工　１箇所
渡場区

公共ます
(有)河野土木 275,000 R04.01.13

10
公共ます設置工事　公共-30

公共ます設置工　１箇所
境区

公共ます
(有)河野土木 231,000 R04.01.13

11
公共ます設置工事　農集-10

公共ます設置工　１箇所
表木区

公共ます
(有)河野土木 242,000 R04.01.13

12
公共ます設置工事　公共-31

公共ます設置工　１箇所
高遠東区

公共ます
(有)しげの 253,000 R04.01.24

13
公共ます設置工事　公共-32

公共ます設置工　１箇所
西町区

公共ます
(株)キタハラ 209,000 R04.01.24

14
公共ます設置工事　公共-33

公共ます設置工　１箇所
荒井区

公共ます
(有)伊那シゲノ組 242,000 R04.01.24

15
公共ます設置工事　公共-34

公共ます設置工　１箇所
上牧区

公共ます
(株)ヤマウラ伊那支店 352,000 R04.02.07

16
公共ます設置工事　農集-11

公共ます設置工　１箇所
高遠町上山田区

公共ます
山一建設 220,000 R04.02.21

17
公共ます設置工事　公共-35

公共ます設置工　１箇所
西町区

公共ます
守屋建設(株) 286,000 R04.02.07

18
9公共ます設置工事　特環共通-34

公共ます設置工　１箇所
小出島区

公共ます
守屋建設(株) 253,000 R04.02.21

(令和３年１２月１日～令和４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３年１２月１日～令和４年３月３１日契約分)

19
9公共ます設置工事　特環共通-35

公共ます設置工　１箇所
羽広区

公共ます
池田建設(株) 726,000 R04.03.14

20
9公共ます設置工事　特環共通-36

公共ます設置工　１箇所
大萱区

公共ます
西武建工(株) 275,000 R04.03.14

21
9公共ます設置工事　特環共通-37

公共ます設置工　１箇所
大萱区

公共ます
廣瀬建設工業(株) 319,000 R04.03.14

22
公共ます設置工事　公共-36

公共ます設置工　１箇所
西町区

公共ます
廣瀬建設工業(株) 195,800 R04.03.14

23
公共ます設置工事　公共-37

公共ます設置工　１箇所
上新田区

公共ます
清野建設(株) 429,000 R04.03.22

24
公共ます設置工事　公共-38

公共ます設置工　１箇所
上の原

公共ます
南重建設(株) 231,000 R04.03.22

25
9公共ます設置工事　特環共通-38

公共ます設置工　１箇所
野底区

公共ます
(有)伊那シゲノ組 418,000 R04.03.22

26 特環処理場修繕　3 凝集剤注入ポンプ交換 東春近 殿島浄化センター㈱ウォーターエージェンシー 495,000 R3.12.3

27 旧小出南部浄化センター排水設備設置工事 水道メーター口径変更による取替工事西春近小出南部 小出南部浄化センター ㈱五十鈴 16,500 R3.12.17

28 旧小出南部浄化センター排水設備設置工事 証明器具設置 西春近小出南部 小出南部浄化センター ㈱五十鈴 110,880 R3.12.17

29 ラバーベーンポンプ羽根車交換 ポンプ修繕 長谷黒河内 和泉原浄化センター 岩澤建設㈱伊那支店126,610 R3.12.21

30 公共管きょ修繕　6 No.1ポンプ交換 西町 城南１号MP 第一公害プラント㈱ 572,000 R3.12.22

31 特環管きょ修繕　3 No.2ポンプ交換 西春近 小出島６号MP 第一公害プラント㈱ 946,000 R3.12.22

32 農集処理場修繕　7 No.1流量調整ポンプ 東春近春富 春富浄化センター新明和アクアテクサービス株式会社 363,000 R3.12.22

33 汚泥移送ポンプオーバーホール ローター、ハウジング交換 長谷黒河内 和泉原浄化センター岩澤建設㈱伊那支店193,600 R3.12.22

34 農集処理場修繕　8 インバーター交換 東春近福地 福地浄化センター㈱原鉄 414,700 R3.12.27

35 望仙橋揚水ポンプ設備用発電機修繕装置修繕 自動充電器修繕 高遠町 中継ポンプ場 ㈲鎌倉電気工事 97,900 R4.1.11

36 西町公民館公共桝修繕工事 公共ます高さ調整 西町 西町公民館 ㈲しげの 199,100 R4.1.17



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
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等の名称

採用者名
採用価格
（税込）

契約日 備　考

(令和３年１２月１日～令和４年３月３１日契約分)

37 望仙橋揚水ポンプ設備用発電機バッテリー修繕 バッテリー修繕 高遠町 中継ポンプ場 ㈲鎌倉電気工事 50,600 R4.2.1

38 農集処理場修繕　9 門扉交換 東春近福地 福地浄化センター㈱原鉄 990,000 R4.2.10

39 芝平MPフロートスイッチ交換 フロートスイッチ交換（４個） 高遠町芝平 芝平MP 岩澤建設㈱伊那支店 113,949 R4.2.25

40 非常用発電機修繕（AG40SS） 非常用発電機修繕（中継） 高遠町 中継ポンプ場 ミツワヤンマー㈱ 164,560 R4.2.25

41 非常用発電機修繕（AG25SS） 非常用発電機修繕（No.1） 高遠町 No.1ポンプ場 ミツワヤンマー㈱ 162,910 R4.2.25

42 気泡式水位計内エアポンプ交換工事エアポンプ交換 山寺 天竜町１号MP ㈱五十鈴 110,000 R4.3.3

43 自動火災報知設備用蓄電池　取替 蓄電池交換 西箕輪大萱 大萱浄化センター新井機械ポンプ商会 23,100 R4.3.4

44 気泡式水位計内エアポンプ交換工事エアポンプ交換 小沢 小沢２号MP ㈱五十鈴 110,000 R4.3.8

45 投入圧力式水位計修理 ベロフラム交換 高遠町 若宮２MP JFEアドバンテック㈱ 159,225 R4.3.11

46 投入圧力式水位計修理 ベロフラム交換 西春近小出北部 小出北部浄化センター JFEアドバンテック㈱ 139,425 R4.3.11

47 投入圧力式水位計修理 ベロフラム交換 伊那市 伊那浄水管理センター JFEアドバンテック㈱ 139,425 R4.3.11

48 流入量計点検修理 流入量計点検修理 長谷非持 非持浄化センター㈱五十鈴 88,000 R4.3.17

49 プロポン修繕工事 滅菌機交換 長谷市野瀬 柏木浄水場 甲信商事㈱ 71,500 R4.2.15

50 花平配水池サンプリングポンプ修繕サンプリングポンプ取替 伊那市富県 花平配水池 甲信商事㈱ 49,500 R4.2.21

51 サンプリングポンプ修繕工事 サンプリングポンプ取替 長谷市野瀬 柏木浄水場 甲信商事㈱ 73,700 R4.3.7

52 場広配水池、花平配水池計装盤修繕盤内取替 伊那市富県 場広、花平配水池中信アスナ㈱ 92,400 R4.3.30

53 根木谷ポンプ室タイムカウンタ修繕タイムカウンタ修繕 伊那市富県 根木谷増圧ポンプ室 中信アスナ㈱ 16,500 R4.3.31

54 下島配水池多重伝送機器修繕 多重伝送用入力装置取替 伊那市西春近 下島配水池 中信アスナ㈱ 187,000 R4.2.16



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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55 大萱浄水場　残塩計修繕 残留塩素計部品交換 伊那市西箕輪 大萱浄水場 甲信商事㈱ 495,000 R4.3.4

56 山本第2増圧ポンプ室修繕 フロースイッチ交換 伊那市西春近 山本第2増圧ポンプ室 中信アスナ㈱ 67,100 R4.3.8

57 オムロン無停電電源装置交換 バッテリー交換 伊那市荒井 荒井西町配水池 中信アスナ㈱ 40,700 R4.2.3

58 御園第二減圧槽仮設低水位警報修繕 水位警報装置修繕 伊那市御園 御園第二減圧槽 中信アスナ㈱ 74,800 R4.2.7

59 大萱浄水場　次亜注入器緊急修繕 次亜塩素酸注入器取替 伊那市西箕輪 大萱浄水場 甲信商事㈱ 93,500 R3.12.8

60 山寺配水池滅菌設備修繕 滅菌設備交換 伊那市山寺 山寺配水池 中信アスナ㈱ 33,000 R3.12.17

61 金井ポンプ室屋根修繕工事 屋根取替 高遠町金井 金井ポンプ室 村上鉄工 96,800 R3.12.9

62 大沢浄水場ドアガラス修繕 ドアガラス取替 高遠町小原 大沢浄水場 甲信商事㈱ 55,000 R4.3.22

63

64



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。

学校教育課

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 壁掛け時計撤去工事 校舎正面上部時計の撤去 伊那小学校 伊那小学校 大光電気（株） 246,974 R4.2.21

2 給食室　スチコン軟水器用カートリッジ交換 スチコン軟水器用カートリッジ交換 伊那北小学校 伊那北小学校 川岸商会㈱伊那営業所 25,300 R4.3.15

3 いな西てらすテレビ配線設置工事 いな西てらすのテレビ配線が窓から通し仮設置しているものを、仮配線の撤去及び引込線設置をするものです。伊那西小学校 伊那西小学校 伊那ケーブルテレビジョン(株) 42,900 R4.2.14

4 小黒川貯水池排泥バルブ交換工事 ますみヶ丘簡易水道の小黒川貯水池の排泥バルブが破損しているため、交換をおこなう伊那西小学校 伊那西小学校 西武建工（株） 236,500 R4.2.18

5 支障木伐採等工事 支障木の伐採 富県小学校 富県小学校 平澤林産㈲ 715,000 R4.1.24

6 新山調理場ホース取付 ホースの取付 新山小学校 新山小学校 長野日設工業㈱ 8,976 R4.2.18

7 石碑固定改修工事 石碑の固定工事 手良小学校 手良小学校 （株）長城 278,300 R4.1.6

8 PC教室既存備品等撤去工事 PC教室の椅子及び机の撤去工事 手良小学校 手良小学校 （株）ハクトートータルサービス122,100 R4.3.11

9 保健室改修工事 カーテンの設置 東春近小学校 東春近小学校 フジ装飾 86,350 R4.1.27

10 保健室床改修工事 保健室の一部床を畳からフローリング、及び仕切り壁を撤去しカーテン設置を行うものです。西箕輪小学校 西箕輪小学校 清野建設(株) 770,000 R4.3.14

11 消火栓ポンプ新規設置ほか工事 消火栓ポンプ新規設置及び受水槽ポンプ室内定水位弁の取り換え西箕輪小学校 西箕輪小学校 南工業 462,000 R4.3.22

12 調理室ガス設備改修工事 ガス栓、ガスホース類の交換 高遠小学校 高遠小学校 いたや伊藤燃料店 87,890 R4.3.24

13 通学路外灯修理工事 外灯の修理 高遠北小学校 高遠北小学校 (有)鎌倉電気工事 21,670 R3.12.24

14 体育館樋ヒーター不良修繕工事 体育館の樋ヒータの改修 高遠北小学校 高遠北小学校 (有)鎌倉電気工事 28,600 R4.2.9

15 コンセント増設工事 コンピューター教室のコンセント増設工事長谷小学校 長谷小学校 南信工営㈱ 19,800 R4.3.3

16 防火扉修繕工事 体育館入口防火扉の自動閉鎖装置調整伊那中学校 伊那中学校 エビヤ鉄工設備（株）19,800 R4.2.18

(令和３年１２月１日～令和４年３月３１日契約分)
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17 危険木剪定工事 ヒマラヤスギの木の枝下ろし、頭止め工事 伊那中学校 伊那中学校 （株）大島グリーン開発 300,000 R4.3.14

18 テニスコート南側支柱修繕工事 テニスコート内の支柱の掘削、埋め戻し工事伊那中学校 伊那中学校 池田建設（株） 105,600 R4.3.14

19 伊那中・伊那西小共同調理場　ペレットボイラー部品取替修繕工事火格子の交換 伊那中学校 伊那中学校 ㈱巴商会 660,000 R4.3.1

20 特別教室棟外壁修繕工事 特別教室棟外壁のシーリング撤去・打ち直し工事東部中学校 東部中学校 （株）フォレストコーポレーション550,000 R4.2.22

21 教室ロッカー増設工事 ４教室にロッカー増設 春富中学校 春富中学校 武田建築 332,288 R4.1.28

22 防火シャッター蓄電池交換工事 防火シャッター10箇所の蓄電池交換をするものです。春富中学校 春富中学校 (株)伊那エンジニアリング255,200 R4.3.10

23 藤棚撤去・駐輪場等改修工事 藤棚の撤去と駐輪場等の改修 高遠中学校 高遠中学校 池田建設 752,400 R4.2.28

24 教員住宅７号給湯設備等修繕工事 給湯器の修理及び水栓の取り換え 長谷中学校 長谷中学校 村上鉄工 200,750 R4.3.11



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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1 耐火収蔵庫扉シリンダー錠調整
鍵が回りにくくなった収蔵庫扉
のシリンダー錠の調整

高遠町東高遠４００ 信州高遠美術館 金剛㈱名古屋支店 51,700 R4.1.7

2 児童室お話コーナー座席貼替
お話コーナーの床が滑りやすく
危険なため、カーペット張りにした。

伊那市荒井3417-2 伊那図書館 西部建工 57,750 R3.12.3

3 西春近南小学童クラブ照明、テレビ修繕 屋外照明及びテレビ修繕 伊那市西春近7401-5 西春近南小学童クラブ （有）鎌倉電気工事 24,200 R4.2.7

4 伊那西小学童クラブ駐車場修繕工事 融雪排水対策修繕 伊那市ますみケ丘6949-2 伊那西小学童クラブ （有）室岡造園土木 38,500 R4.3.15

5 高遠北小学童クラブ給湯器修繕工事 ガス給湯器設備交換 伊那市高遠町長藤4410 高遠北小学童クラブ 上伊那農業協同組合 71,530 R4.3.15

6 伊澤修二生家自火報感知器取替修繕 自火報感知器取替 伊那市高遠町東高遠2130-1 伊澤修二生家 有限会社 鎌倉電気工事 23,100 R3.12.27

7 進徳館トイレ閉栓工事 施設の冬季閉鎖に伴う凍結防止処理 伊那市高遠町東高遠2007 進徳館
有限会社
池田管工業

8,800 R3.12.8

8 進徳館トイレ開栓工事 施設開場に伴う水道設備の組立 伊那市高遠町東高遠2007 進徳館
有限会社
池田管工業

17,600 R4.3.31

9 地域間交流施設閉栓工事 施設の冬季閉鎖に伴う凍結防止処理 伊那市高遠町東高遠457
高遠町
地域間交流施設

有限会社
池田管工業

8,800 R3.12.8

10 地域間交流施設開栓工事 施設開場に伴う水道設備の組立 伊那市高遠町東高遠457
高遠町
地域間交流施設

有限会社
池田管工業

13,200 R4.3.31

11
令和3年度 高遠町文化センター
屋外遊具設置工事

高遠町文化センター前広場に遊具設置 伊那市高遠町西高遠810-1
高遠町文化セン
ター前広場

株式会社
三英日体

2,970,000 R3.12.28

12 やますそオイルサーバー修理 オイルサーバーの修理 伊那市高遠町西高遠1644-1
高遠町総合福祉
センターやますそ

山川燃料店 20,240 R4.1.28

13
高遠町総合福祉センター
KHP室内機修理

KHP室内機の修理 伊那市高遠町西高遠1644-1
高遠町総合福祉
センターやますそ

株式会社 デンソーソリュー
ション 長野支店 60,500 R4.3.2

14
令和3年度 高遠町総合福祉センター
駐車場整備工事

駐車場整備工事 伊那市高遠町西高遠1644-1
高遠町総合福祉
センターやますそ

守屋建設
株式会社

2,035,000 R3.12.24

15 サンダイヤオイルタンク交換設置工賃 オイルタンク交換 伊那市高遠町東高遠2074 民俗資料館
いたや伊藤燃
料店

67,850 R3.11.26

16 池上家強化障子紙貼り替え修繕 障子紙貼り替え 伊那市高遠町東高遠2074他 池上家 秋山内装 20,000 R3.6.10

(令和３年１２月１日～令和４年３月３１日契約分)
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17 馬島家床の間照明不良改修 照明不良改修 伊那市高遠町東高遠2074他 馬島家
（有）鎌倉電気
工事

18,920 R3.4.15

18 民俗資料館外灯不良改修 外灯不良改修 伊那市高遠町東高遠2074 民俗資料館
（有）鎌倉電気
工事

28,600 R3.11.3

19 ブルーヒーター修繕 ブルーヒーター修繕 伊那市高遠町東高遠2074 民俗資料館 花畑ふとん店 24,750 R3.12.20

20 電話機子機修繕 電話機子機修繕 伊那市高遠町東高遠2074 民俗資料館
（有）鎌倉電気
工事

16,500 R4.3.18

21 看板取付金具取替 看板取付金具取替 伊那市高遠町東高遠2074 民俗資料館 健創 146,300 R3.10.24

22
歴史博物館防犯カメラモニター故障
修理

防犯カメラモニター修理 伊那市高遠町東高遠457
高遠町歴史博物
館

（有）鎌倉電気
工事

146,300 R3.6.4

23 歴史博物館トイレ前照明修繕 照明修繕 伊那市高遠町東高遠457
高遠町歴史博物
館

（有）鎌倉電気
工事

64,900 R3.10.13

24 歴史博物館草刈り機修繕 草刈り機修繕 伊那市高遠町東高遠457
高遠町歴史博物
館

㈱原鉄伊那支
店

126,858 R3.9.27

25 歴史博物館通路照明修繕 照明修繕 伊那市高遠町東高遠457
高遠町歴史博物
館

（有）鎌倉電気
工事

45,100 R3.12.2

26 看板修繕 看板修繕 伊那市高遠町東高遠457
高遠町歴史博物
館

伊澤デザイン事
務所

22,000 R4.3.31

27 歴史博物館インターネット接続修繕 インターネット接続修繕 伊那市高遠町東高遠457
高遠町歴史博物
館

伊那ケーブル
テレビジョン㈱

43,759 R3.12.6

28 芝刈り機修繕 芝刈り機修繕 伊那市荒井3520 創造館
㈱原鉄伊那支
店

92,433 R3.6.3

29 防火シャッターバッテリー交換 防火シャッターバッテリー交換 伊那市荒井3520 創造館
㈱新日通防災
機器

71,940 R4.3.7


