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29.5.19 水道課

経営管理課

平成29年度 円悟沢川河川改修に伴う配水管
布設替工事

飯田市 曙町

土木一式

29.7.7

配水管布設替工
　線路延長　L=38.1m
　DCIP(NS形)φ75　L=26.7m
　ステンレス鋼管(SUS)φ80A　L=11.4
m
　仕切弁φ75　N=2基
　地下式消火栓　N=1基

嘉山建工(有)
長野県飯田市上郷飯沼2319

4,449,600 4,449,600

長野県飯田建設事務所発注工事の河
川改修工事に伴う布設替工事であり
、一体的な現場管理を行うことで工
期の短縮、経費節減に加え地元との
調整を円滑に行えるため（地方公営
企業法施行令第21条の14第1項第6号
）

29.5.26 水道課

経営管理課

平成29年度 老朽管布設替工事

飯田市 大休その1

土木一式

29.8.4

導水管布設替工
　線路延長　L=35.7m【水道用ダクタ
イル鋳鉄管(DCIP)】
　NS形φ300　L=35.7m

(株)カリス
長野県飯田市千代1188-1

3,337,200 3,283,200

長野県飯田建設事務所発注工事と同
一現場内での施工であり、一体的な
現場管理を行うことで工期の短縮、
経費節減に加え地元との調整を円滑
に行えるため（地方公営企業法施行
令第21条の14第1項第6号）
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29.6.6 水道課

経営管理課

平成29年度 市道伊賀良407号線道路改良に伴
う配水管布設替工事

飯田市 北方

土木一式

29.8.31

配水管布設替工
　線路延長　L=112.1m【水道用ダクタ
イル鋳鉄管(DCIP)】
　NS形φ75　L=109.5m　　K形φ75　L
=2.6m
　仕切弁φ75　N=1基　　排泥弁　N=1
基

田中工業(有)
長野県飯田市下久堅下虎岩2759

4,665,600 4,536,000

飯田市建設部土木課発注工事と同一
現場内での布設替工事であり、一体
的な現場管理を行うことで工期の短
縮、経費節減に加え地元との調整を
円滑に行えるため（地方公営企業法
施行令第21条の14第1項第6号）

29.6.13 地域計画課

管理課

平成29年度 公営住宅整備事業 二ツ山団地6
工区外灯設置工事

飯田市山本6722-1

建築一式

29.8.18

飯田市型太陽光発電LED外灯設置　2基 勝間田建設(株)
長野県飯田市松尾町3-19

2,106,000 2,052,000

飯田市建設部地域計画課発注工事に
関連する同一現場内での施工であり
、一体的な現場管理を行うことで工
期の短縮、経費節減に加え地元との
調整を円滑に行えるため（地方自治
法施行令第167条の2第1項第6号）

29.6.16 土木課

管理課

平成29年度 防災・安全交付金事業 橋梁長寿
命化修繕工事

市道上郷26号線 飯田市 上郷 高陵橋

土木一式

29.11.30

橋梁補修工　1式
　断面補修工　1式
　はく落防止対策工　1式

名工建設(株)
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
JRセントラルタワーズ34階

31,168,800 30,780,000

東海旅客鉄道㈱の営業線（飯田線）
範囲内の工事であり、線路閉鎖工事
及び停電工事を実施できるのは同社
認定の資格が必要となるため、この
者しかない（地方自治法施行令第16
7条の2第1項第2号）

29.6.22 水道課

経営管理課

平成29年度 (主)飯島飯田線道路改良に伴う
送・配水管布設替工事

飯田市 鼎切石

土木一式

30.2.28

送・配水管布設替工
　線路延長　L=332.2m【水道用ダクタ
イル鋳鉄管(DCIP)】
　NS形φ250　L=114.2m　　NS形φ200
　L=49.9m
　NS形φ100　L=155.4m　　K形φ100
　L=12.7m
　仕切弁φ100　N=1基　　空気弁　N=
2基

吉川建設(株)
長野県飯田市松尾町2-25

20,941,200 20,844,000

長野県飯田建設事務所発注工事と同
一現場内での施工であり、一体的な
現場管理を行うことで工期の短縮、
経費節減に加え地元との調整を円滑
に行えるため（地方公営企業法施行
令第21条の14第1項第6号）

29.6.22 下水道課

経営管理課

平成29年度 他事業関連 公共下水道管渠(汚
水)布設替工事

県道 飯島飯田線 飯田市 鼎切石

土木一式

30.2.23

線路延長　L=76.5m
管渠延長　L=56.8m　リブ付硬質塩化
ビニル管φ200
　　　　　L=15.5m　リブ付硬質塩化
ビニル管φ150
1号人孔設置工　4基

吉川建設(株)
長野県飯田市松尾町2-25

4,806,000 4,752,000

長野県飯田建設事務所発注工事と同
一現場内での施工であり、一体的な
現場管理を行うことで工期の短縮、
経費節減に加え地元との調整を円滑
に行えるため（地方公営企業法施行
令第21条の14第1項第6号）

29.6.29 下水浄化セ
ンター

経営管理課

平成29年度 松尾浄化管理センター 中央遠方
監視制御装置更新工事

松尾浄化管理センター

電気

30.2.16

竜丘川路、和田勝利上遠方監視制御装
置更新　一式

日新電機(株)　東京支社
東京都千代田区神田和泉町1

10,022,400 9,828,000

中央遠方監視制御装置は施工業者独
自の機器構成及びプログラムであり
、整備・改修工事ができるのは設置
業者のみである（地方公営企業法施
行令第21条の14第1項第2号）
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29.7.19 下水道課

経営管理課

平成29年度 他事業関連 公共下水道管渠(汚
水)布設替工事

市道飯田267号線 飯田市 白山通り2丁目

土木一式

30.2.16

本管布設替　L=134.3m
　リブ付硬質塩化ビニール管φ250mm
　L=112.7m
　リブ付硬質塩化ビニール管φ150mm
　L=16.4m
1号人孔設置　6基
小口人孔設置工　1基

神稲建設(株)
長野県飯田市主税町18

10,778,400 10,260,000

長野県飯田市建設事務所発注工事に
伴う布設替工事であり、一体的な現
場管理を行うことで工期の短縮、経
費節減に加え地元との調整を円滑に
行えるため（地方公営企業法施行令
第21条の14第1項第6号）

29.7.20 水道課

経営管理課

平成29年度 砂払浄水場緊急遮断弁設備整備
工事

飯田市 滝の沢6991-3

機械器具設置

29.12.13

1号配水池緊急遮断弁整備　1式
急閉弁扉盤機能増設　1式
(既設急閉弁扉操作盤へ緊急遮断弁回
路増設)
(UPS更新)

(株)前澤エンジニアリングサービ
ス　関東支店
埼玉県川口市仲町5-11

12,960,000 12,420,000

現在設置している緊急遮断弁の部品
の手配、弁の整備及び制御盤の機能
増設に対応できるのは製造メーカー
のみであるため（地方公営企業法施
行令第21条の14第1項第2号）

29.7.28 水道課

経営管理課

平成29年度 円悟沢川河川改修に伴う配水管
布設替工事

飯田市 曙町・白山通り2丁目

土木一式

29.10.17

配水管布設替工
線路延長　L=146.5m【水道用ダクタイ
ル鋳鉄管(DCIP)、PP二層管】
NS形φ75　L=118.5m　　PP二層管φ50
　L=10.0m　　PP二層管φ40　L=18.0m

仕切弁φ75　N=2基　　地下式消火栓
　N=1基

神稲建設(株)
長野県飯田市主税町18

4,633,200 4,536,000

長野県飯田市建設事務所発注工事に
伴う布設替工事であり、一体的な現
場管理を行うことで工期の短縮、経
費節減に加え地元との調整を円滑に
行えるため（地方公営企業法施行令
第21条の14第1項第6号）
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29.8.1 下水浄化セ
ンター

経営管理課

平成29年度 松尾浄化管理センター No．3脱
水機制御盤改修工事

松尾浄化管理センター

機械器具設置

29.12.22

シーケンサーユニット更新　一式 巴工業(株)
東京都品川区北品川5-5-15

2,203,200 2,052,000

汚泥脱水機専用の制御盤の更新であ
り、対応できるのは、当該業者のみ
であるため（地方公営企業法施行令
第21条の14第1項第2号）

29.8.8 下水浄化セ
ンター

経営管理課

平成29年度 松尾浄化管理センター 焼却施設
停止改良工事

松尾浄化管理センター

電気

29.10.31

電気設備工事　一式
ソフトウェア改造　一式

(株)明電舎　中部支社
愛知県名古屋市中区錦1-17-13

4,946,400 4,860,000

各種制御装置、ソフトウェアはメー
カー独自のシステムで構成されてお
り、対応できるのは、設置メーカー
である当該業者のみであるため（地
方公営企業法施行令第21条の14第1
項第2号）
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29.9.12 水道課

経営管理課

平成29年度 山本中区送水流量計更新工事

飯田市伊賀良大瀬木

電気

29.11.30

電磁流量計100A　1台　取替
流量変換器　1台　取替

シンク・エンジニアリング(株)　
中部支店
長野県飯田市鼎上山1768-1

2,160,000 1,944,000

計器の設置だけでなく、適正な運用
ができるよう浄水場からの監視、遠
隔操作の確立を求める工事であるた
め、施設間の通信機器設置業者でな
いければ対応できないため（地方公
営企業法施行令第21条の14第1項第2
号）

29.9.13 土木課

管理課

平成29年度 市道改良事業 道路改良工事

市道2-1号水の手線 飯田市 水の手町

土木一式

29.11.30

施工延長　L=16.6m
　場所打擁壁工　V=29m3

(株)トライネット
長野県飯田市松尾代田573-1

3,952,800 3,942,000

飯田市建設部土木課既発注工事と同
一現場内での工事となり、一体的に
施工することで工期の短縮、経費節
減に加え地元との調整を円滑に行え
るため（地方自治法施行令第167条
の2第1項第6号）

29.9.19 下水道課

経営管理課

平成29年度 公共下水道 マンホールポンプ補
修工事

飯田市 毛賀 毛賀ポンプ場

機械器具設置

29.12.20

底蓋・羽根車交換　2基（No．1，2交
換）

第一公害プラント(株)
長野県飯田市松尾清水8104

1,674,000 1,382,400

当該施設の管理業務の受託業者であ
り、引上げ点検時に同時に施工する
ことで一括した管理及び経費の縮減
を図る（地方公営企業法施行令第21
条の14第1項第6号）
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29.10.11 土木課

管理課

平成29年度 道路単独災害復旧工事

認定外市道 飯田市 伊賀良 下中村

土木一式

30.1.31

復旧延長　L=23m　W=1.2m
　コンクリートブロック積工　A=19m2

　擁壁工　1式

木下工業(株)
長野県飯田市北方961

2,008,800 1,965,600

隣接した個人宅での石積崩落に伴う
復旧工事（民間発注）と同一現場内
での災害復旧工事であり、一体的に
現場管理されることで工期の短縮と
なり、地元との調整を円滑に行える
ため（地方自治法施行令第167条の2
第1項第6号）

29.10.11 水道課

経営管理課

平成29年度 栗沢川河川改修に伴う配水管布
設替工事

飯田市 上郷 飯沼

土木一式

29.12.26

線路延長　L=28.0m【水道用ダクタイ
ル鋳鉄管(DCIP)】
K形 φ75 L=6.0m 　φ100 L=2.0m 　
φ150 L=2.0m 　φ200 L=18.0m
排泥弁　N=1基
不断水仕切弁 φ100 N=1基　φ150 N=
1基　φ200 N=1基

(株)トライネット
長野県飯田市松尾代田573-1

4,050,000 4,050,000

飯田市建設部土木課発注工事と同一
現場内での施工であり、一体的な現
場管理を行うことで工期の短縮、経
費節減に加え地元との調整を円滑に
行えるため（地方公営企業法施行令
第21条の14第1項第6号）

29.10.17 水道課

経営管理課

平成29年度 北平念通寺線道路改良工事に伴
う配水管布設替工事

飯田市 竜丘 駄科

土木一式

30.2.23

配水管布設替工
　線路延長　L=80.0m【水道用ダクタ
イル鋳鉄管(DCIP)】
　NS形φ100　L=80.0m
　地下式消火栓　1基

(株)栄和
長野県飯田市北方3330

4,881,600 4,741,200

飯田市建設部土木課発注工事と同一
現場内での施工であり、一体的な現
場管理を行うことで工期の短縮、経
費節減に加え地元との調整を円滑に
行えるため（地方公営企業法施行令
第21条の14第1項第6号）

29.10.17 下水浄化セ
ンター

経営管理課

平成29年度 川路浄化センター 脱水機整備工
事

飯田市川路浄化センター

機械器具設置

30.1.26

脱水機シリンダー、スクリュー交換　
一式

アムコン(株)
神奈川県横浜市港北区新羽町1926

2,872,800 2,484,000

部品の調達及び整備において、対応
できるのは、汚水脱水機の製造メー
カーである当該業者のみであるため
（地方公営企業法施行令第21条の14
第1項第2号）

29.10.18 下水道課

経営管理課

平成29年度 防災・安全交付金事業 地震対策
人孔管口耐震化工事

市道上郷3号線 他 飯田市 上郷別府 別府工
区

土木一式

30.2.28

人孔管口耐震化工　φ700　17口
仮設工　1式

長豊建設(株)
長野県飯田市座光寺5558-1

17,053,200 17,053,200

この事業で採用する工法は、(公財)
日本下水道新技術機構の建設技術審
査証明を受けている特殊工法であり
、施工可能な業者は、下水道既設管
路耐震技術協会の協会員に限られる
。市内及び県内に本店を有する者は
他にないため。（地方公営企業法施
行令第21条の14第1項第2号）

29.10.18 下水道課

経営管理課

平成29年度 公共下水道 人孔管口耐震化工事

市道上郷201号線 他 飯田市 上郷別府 城東
工区

土木一式

30.2.28

人孔管口耐震化工　φ600～700　6口
仮設工　1式

長豊建設(株)
長野県飯田市座光寺5558-1

8,974,800 8,974,800

この事業で採用する工法は、(公財)
日本下水道新技術機構の建設技術審
査証明を受けている特殊工法であり
、施工可能な業者は、下水道既設管
路耐震技術協会の協会員に限られる
。市内及び県内に本店を有する者は
他にないため。（地方公営企業法施
行令第21条の14第1項第2号）
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29.11.6 土木課

危機管理室

平成29年度 消防施設整備事業 耐震性貯水槽
設置工事

飯田市上郷飯沼3092-9他

土木一式

30.3.27

耐震性貯水槽設置工事（40m3型） 吉川建設(株)
長野県飯田市松尾町2-25

4,914,000 4,860,000

飯田市教育委員会既発注工事と同一
現場内での工事となり、一体的に施
工することで、経費節減に加え事業
進捗が安全、円滑に行えるため（地
方自治法施行令第167条の2第1項第6
号）

29.11.7 水道課

経営管理課

平成29年度 堀廻萩ノ平線道路改良工事に伴
う配水管布設替工事

飯田市 龍江

土木一式

30.2.28

配水管布設替工
　線路延長　L=139.2m【水道用ダクタ
イル鋳鉄管(DCIP)】
　φ150　NS形 L=5.9m　　K形 L=4.1m

　φ100　NS形 L=121.4m　　K形 L=3.
6m
　φ75　NS形 L=4.2m　
　仕切弁φ100　1基　　仕切弁φ75　
1基　　空気弁付消火栓　1基

藤井興業(株)
長野県飯田市上郷黒田3881

4,924,800 4,914,000

飯田市建設部土木課発注工事と同一
現場内での施工であり、一体的な現
場管理を行うことで工期の短縮、経
費節減に加え地元との調整を円滑に
行えるため（地方公営企業法施行令
第21条の14第1項第6号）

29.11.8 水道課

経営管理課

平成29年度 配水管布設工事

飯田市 大休

土木一式

30.3.2

線路延長　L=72.3m
　DIP　NS形φ75　L=72.3m
　仕切弁φ75　N=2基
　地下式消火栓　N=1基

上郷管工(有)
長野県飯田市上郷黒田88-1

4,363,200 4,320,000

飯田市水道局既発注工事と同一現場
内での施工であり、一体的な現場管
理を行うことで工期の短縮、経費節
減に加え地元との調整を円滑に行え
るため（地方公営企業法施行令第21
条の14第1項第6号）

29.11.9 下水道課

経営管理課

平成29年度 他事業関連 公共下水道管渠(汚
水)布設替工事

(主)飯島飯田線 飯田市 北方

土木一式

30.3.2

線路延長　L=80.6m 木下工業(株)
長野県飯田市北方961

11,253,600 11,253,600

長野県飯田建設事務所発注工事と同
一現場内での施工であり、一体的な
現場管理を行うことで工期の短縮、
経費節減に加え地元との調整を円滑
に行えるため（地方公営企業法施行
令第21条の14第1項第6号）

29.11.9 水道課

経営管理課

平成29年度 (主)飯島飯田線道路改良に伴う
送・配水管布設替工事

飯田市 北方

土木一式

30.2.28

送・配水管布設工
　線路延長　L=138.9m【水道用ダクタ
イル鋳鉄管(DCIP)】
　NS形φ100　L=94.8m　　NS形φ200
　L=36.1m
　K形φ100　L=8.0m
　仕切弁φ100　N=4基

木下工業(株)
長野県飯田市北方961

10,249,200 10,238,400

長野県飯田建設事務所発注工事と同
一現場内での施工であり、一体的な
現場管理を行うことで工期の短縮、
経費節減に加え地元との調整を円滑
に行えるため（地方公営企業法施行
令第21条の14第1項第6号）

29.11.15 水道課

経営管理課

平成29年度 配水管布設及び老朽管布設替に
伴う給水切替工事

飯田市 丸山町4丁目

管

30.3.2

給水切替　N=90箇所
小池建設(株)
長野県飯田市下久堅下虎岩3089-2

11,912,400 11,912,400

飯田市水道局既発注工事に伴う給水
切替工事であり、一体的な現場管理
を行うことで工期の短縮、経費節減
に加え地元との調整を円滑に行える
ため（地方公営企業法施行令第21条
の14第1項第6号）

29.11.22 土木課

管理課

平成29年度 市道改良事業 道路改良工事

市道松尾304号線 飯田市 松尾 寺所

土木一式

30.2.28

施工延長　L=33.6m
自由勾配側溝300型　L=32.0m
集水桝　N=2箇所

(有)今村工務所
長野県飯田市松尾新井6553-5

2,127,600 2,127,600

飯田市建設部土木課発注工事と同一
現場内での工事となり、一体的に施
工することで、経費節減に加え事業
進捗が安全、円滑に行えるため（地
方自治法施行令第167条の2第1項第6
号）
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29.11.28 水道課

経営管理課

平成29年度 配水管布設工事

飯田市 大瀬木

土木一式

30.2.16

配水管布設工
線路延長　L=109.5m　水道用ダクタイ
ル鋳鉄管(DCIP)
DCIP(S50形)φ50　L=109.5m
仕切弁φ50　2基
排泥弁　1基

小池建設(株)
長野県飯田市下久堅下虎岩3089-2

4,460,400 4,428,000

飯田市水道局既発注工事と同一現場
内での施工であり、一体的な現場管
理を行うことで工期の短縮、経費節
減に加え地元との調整を円滑に行え
るため（地方公営企業法施行令第21
条の14第1項第6号）
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29.12.5 水道課

経営管理課

平成29年度 山本受水槽配水流量計設置工事

飯田市大瀬木2027-121

電気

30.2.28

配水流量計100A（挿入型超音波式）、
変換器、伝送装置、他設置1式

シンク・エンジニアリング(株)　
中部支店
長野県飯田市鼎上山1768-1

4,968,000 4,860,000

計器の設置だけでなく、適正な運用
ができるよう浄水場からの監視、遠
隔操作の確立を求める工事であるた
め、施設間の通信機器設置業者でな
いければ対応できないため（地方公
営企業法施行令第21条の14第1項第2
号）

29.12.6 土木課

管理課

平成29年度 市道改良事業 道路改良工事

市道1-1号林檎並木大宮線 飯田市 りんご並
木

土木一式

30.3.23

施工延長　L=8.6m　W=7.3m
　レンガブロック舗装　A=59m2

小木曽建設(株)
長野県飯田市座光寺6663-5

2,084,400 2,084,400

飯田市建設部土木課発注工事と同一
現場内での工事となり、一体的に施
工することで、経費節減に加え事業
進捗が安全、円滑に行えるため（地
方自治法施行令第167条の2第1項第6
号）

29.12.12 水道課

経営管理課

平成29年度 市道千代15号線道路改良に伴う
配水管布設替工事

飯田市 千代  法全寺

土木一式

30.2.28

配水管布設替工
線路延長　L=45.3m【水道用ダクタイ
ル鋳鉄管(DCIP)】
NS形φ75　L=43.3m　　K形φ75　L=2.
0m
空気弁付地下式消火栓　N=1基

(有)北原土木
長野県飯田市丸山町4-5583-2

1,857,600 1,814,400

飯田市建設部土木課発注工事と同一
現場に出の施工であり、一体的な現
場管理を行うことで工期の短縮、経
費節減に加え地元との調整を円滑に
行えるため（地方公営企業法施行令
第21条の14第1項第6号）

29.12.13 下水浄化セ
ンター

経営管理課

平成29年度 松尾浄化管理センター 汚泥引抜
弁修繕工事

松尾浄化管理センター

機械器具設置

30.2.28

200Aエキセントリックバルブ修繕　6
基
最初沈澱池　1系-2、4系-2、5系-2　3
基
最終沈澱池　4系-2、5系-1、5系-2　3
基

(株)原鉄
長野県飯田市大門町26

3,888,000 3,780,000

最初沈澱池及び最終沈澱池の複数の
汚泥引抜弁からの漏れを確認し、早
急な修繕が必要であり、緊急の対応
が可能な者のため（地方公営企業法
施行令第21条の14第1項第5号）

29.12.18 下水浄化セ
ンター

経営管理課

平成29年度 知久平地区処理場 流量計・積算
記録計更新工事

飯田市知久平地区処理場

機械器具設置

30.2.16

流量計・積算記録計据付工 第一公害プラント(株)
長野県飯田市松尾清水8104

2,592,000 2,592,000

飯田市水道局既発注工事と同一現場
内での施工であり、一体的な現場管
理を行うことで工期の短縮、経費節
減に加え地元との調整を円滑に行え
るため（地方公営企業法施行令第21
条の14第1項第6号）

29.12.21 土木課

管理課

平成29年度 防災・安全交付金事業 橋梁長寿
命化修繕工事

市道飯田157号線 飯田市 大通2丁目 大通り
橋(2)

土木一式

30.3.26

橋梁補修工　1式
　舗装工　1式（A=32m2)
　橋梁補修工　1式

(有)北原土木
長野県飯田市丸山町4-5583-2

2,419,200 2,397,600

飯田市建設部土木課発注工事と同一
現場内での工事となり、一体的に施
工することで、経費節減に加え事業
進捗が安全、円滑に行えるため（地
方自治法施行令第167条の2第1項第6
号）

29.12.22 下水道課

経営管理課

平成29年度 公共下水道本管等補修工事

市道飯田120号線 飯田市 銀座5丁目

舗装

30.3.2

舗装補修　N=1箇所　A=174m2 神稲建設(株)
長野県飯田市主税町18

1,782,000 1,674,000

飯田市上下水道局下水道課発注工事
に隣接する現場での施工であり、一
体的な現場管理を行うことで工期の
短縮、経費節減に加え地元との調整
を円滑に行えるため（地方公営企業
法施行令第21条の14第1項第6号）


