
随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)

平成28年4月契約分

契約日

施工課

主管課

工事名称

工事箇所

種別

工期

工事概要

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

予定価格(円) 契約金額(円)

契約の相手方の選定理由
(適用条件)

17/06/08 14:17 Page 1

28.4.25 土木課

管理課

平成28年度 防災対策避難路整備事業 道路改
良工事

市道松尾298号線 飯田市松尾寺所

土木一式

28.10.28

施工延長　L=54.0m
コンクリートブロック積　一式
自由勾配側溝

(株)カリス
長野県飯田市千代1188-1

4,870,800 4,870,800

平成27年度設置の仮設を利用して行
う工事のため、本工事を施工できる
のは27年度に当該事業を施工したこ
の者しかない（地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号）
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28.5.31 水道課

経営管理課

平成28年度 市道松尾298号線道路改良に伴う
配水管布設替工事

飯田市 松尾寺所

土木一式

28.9.30

配水管布設替工
　線路延長　L=75.8m【水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ
鋳鉄管(DCIP)】
　NS形φ100　L=75.8m　　地下式消火
栓　N=1基　　仕切弁φ100　N=1基

(株)カリス
長野県飯田市千代1188-1

2,905,200 2,894,400

飯田市土木課発注工事と同一現場で
の施工となり、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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28.6.3 水道課

経営管理課

平成28年度 (主)飯島飯田線道路改良に伴う
配水管布設工事

飯田市 北方

土木一式

28.8.29

配水管布設工
　線路延長　L=40.9m【水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ
鋳鉄管(DCIP)】
　　NS形φ100　L=40.9m　　仕切弁φ
100　N=2基

神稲建設(株)
長野県飯田市主税町18

1,814,400 1,728,000

長野県飯田建設事務所発注工事と同
一現場での施工となり、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）

28.6.6 水道課

経営管理課

平成28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

28.8.29

送・配水管布設替工
　線路延長　L=86.5m【水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ
鋳鉄管(DCIP)】
　　NS形φ100　L=44.1m　　NS形φ20
0　L=42.4m
　　仕切弁φ100　N=4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

4,611,600 4,536,000

長野県飯田建設事務所発注工事と同
一現場での施工となり、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）

28.6.8 下水道課

経営管理課

平成28年度 公共下水道 マンホールポンプ補
修工事

飯田市 山本 小学校下ポンプ場

機械器具設置

28.8.26

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

1,587,600 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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28.7.13 下水浄化セ
ンター

経営管理課

平成28年度 飯田市松尾浄化管理センターNo
．2汚泥焼却施設整備工事

松尾浄化管理センター

機械器具設置

28.8.31

・2号焼却施設整備　一式
　　電気集塵機設備工
　　熱交換器設備工

水ｉｎｇ(株)　東京支店
東京都港区港南1-7-18

4,600,800 4,428,000

焼却施設は設置業者の設計思想に基
づき製作されており、総合的な点検
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）

28.7.22 下水道課

経営管理課

平成28年度 国道256号改良工事関連 農集排
管渠布設替工事

国道256号 飯田市 上久堅 風張工区(上久堅
中央地区)

土木一式

29.2.28

管路延長　ΣL=385.8m
管渠延長　ΣL=370.6m
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管　φ
150㎜　ΣL=55.3m
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管　φ
200㎜　ΣL=315.3m
人孔　1号人孔　12基、小口径人孔　7
基
取付管敷設工　L=4.2m、公共桝　1箇
所
宅内排水設備敷設工　L=11.4m、管理
桝　1箇所

金本建設(株)
長野県下伊那郡泰阜村4673-4

11,286,000 11,232,000

長野県飯田建設事務所発注工事の国
道改良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
）

28.7.27 水道課

経営管理課

平成28年度 老朽管布設替に伴う給水切替工
事

飯田市 羽場坂町

管

28.11.30

給水切替工　40箇所
小池建設(株)
長野県飯田市下久堅下虎岩3089-2

4,287,600 4,266,000

飯田市水道局既発注工事と同一現場
での施工となり、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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28.8.2 下水道課

経営管理課

平成28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 北方

土木一式

28.12.2

線路延長　L=48.2m
管渠延長　L=33.3m　下水道用リブ付
硬質塩化ビニル管φ450㎜
　　　　　L=12.2m　下水道用リブ付
硬質塩化ビニル管φ400㎜
1号人孔設置工　5基
取付管　1箇所　L=1.3m　下水道用硬
質塩化ビニル管φ150㎜

神稲建設(株)
長野県飯田市主税町18

4,698,000 4,644,000

長野県飯田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）

28.8.17 水道課

経営管理課

平成28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

28.9.30

配水管布設替工
　線路延長　L=93.3m【水道用ダクタ
イル鋳鉄管(DCIP)】
　NS形φ75　L=89.7m
　K形φ75　 L=3.6m
　仕切弁φ75　L=1基

(株)清信建設興業
長野県飯田市上殿岡340-1

2,786,400 2,786,400

飯田市建設部土木課発注工事に伴う
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）

28.8.17 下水道課

経営管理課

平成28年度 他事業関連 特環下水道本管布設
替工事

(国)152号 飯田市 南信濃 八重河内

土木一式

28.10.31

管路延長　L=89.0m
管渠延長　L=89.0m(HIVPφ75㎜)

吉川建設(株)
長野県飯田市松尾町2-25

1,598,400 1,566,000

長野県下伊那南部建設事務所発注工
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）

28.8.31 水道課

経営管理課

平成28年度 国道256号道路改良に伴う配水管
布設替工事

飯田市 上久堅 風張

土木一式

28.10.28

配水管布設替工
　線路延長　L=92.8m【水道用ダクタ
イル鋳鉄管(DCIP)】
　NS形φ75　L=90.3m
　K形φ75　 L=2.5m
　地下式消火栓　N=1基　　仕切弁φ7
5　N=1基

金本建設(株)
長野県下伊那郡泰阜村4673-4

2,257,200 2,257,200

長野県飯田建設事務所発注工事の国
道改良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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28.9.6 水道課

経営管理課

平成28年度 国道152号道路改良に伴う配水管
布設替工事

飯田市 南信濃 八重河内

土木一式

28.10.31

配水管布設替工
線路延長　L=94.4m【水道用ダクタイ
ル鋳鉄管(DCIP)】
NS形φ75　L=83.6m
K形φ75　L=10.8m

吉川建設(株)
長野県飯田市松尾町2-25

1,706,400 1,674,000

長野県下伊那南部建設事務所発注工
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（地方自治法法施行
令第167条の2第1項第6号）

28.9.9 地域計画課

管理課

平成28年度 公営住宅整備事業 二ツ山団地5
工区外灯設置工事

飯田市山本6722-1

建築一式

28.10.28

飯田市型太陽光発電LED外灯設置　2基
小池建設(株)
長野県飯田市下久堅下虎岩3089-2

1,998,000 1,998,000

飯田市建設部地域計画課発注の公営
住宅二ツ山団地5工区建築工事と同
一敷地内での工事であり、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（地方自治法施行令第
167条の2第1項第6号）

28.9.27 水道課

経営管理課

平成28年度 (主)飯島飯田線道路改良に伴う
配水管布設替工事

飯田市 切石～北方

土木一式

28.12.22

配水管布設替工
　線路延長　L=20.6m【水道用ダクタ
イル鋳鉄管(DCIP)】
　　NS形φ100　L=20.6m
　　仕切弁φ100　N=2基　　地下式消
火栓　N=1基

吉川建設(株)
長野県飯田市松尾町2-25

2,322,000 2,268,000

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）

28.9.30 国県リニア
事業課

管理課

平成28年度 国県関連用水路付替工事

(主)飯島飯田線関連 飯田市北方

土木一式

28.10.28

水管橋撤去工　1式
ポンプ施設工　1式

北沢建設(株)
長野県飯田市吾妻町7

4,708,800 4,708,800

長野県飯田建設事務所発注工事と同
一現場での施工となり、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）
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28.10.5 水道課

経営管理課

平成28年度 市道飯田99号線道路改良に伴う
配水管布設替工事

飯田市 二本松

土木一式

28.11.28

配水管布設替工
　線路延長　L=24.8m【水道用ダクタ
イル鋳鉄管(DCIP)】
　NS形φ75　L=24.8m
　地下式消火栓　N=1基
　不断水仕切弁φ75　N=1基

(株)三六組
長野県飯田市本町4-7-2

3,985,200 3,985,200

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）

28.10.12 地域計画課

管理課

平成28年度 公営住宅整備事業 二ツ山団地6
工区道路改良工事

飯田市山本6722-1

土木一式

28.11.30

施工延長　2号線L=77.7m　4号線73.6m

舗装工　A=780m2

小池建設(株)
長野県飯田市下久堅下虎岩3089-2

4,006,800 3,477,600

飯田市建設部地域計画課の既発注工
事と同一現場での施工となり、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）

28.10.13 下水浄化セ
ンター

経営管理課

平成28年度 飯田市松尾浄化管理センターNo
．1加圧浮上濃縮設備整備工事

飯田市松尾明7716番地

機械器具設置

29.2.17

No．1加圧浮上濃縮設備整備　1式
・ｽｸﾘｭｰ用ｽﾌﾟﾛﾛｹｯﾄﾎｲｰﾙ(機側、減速機
側　1組)
・ﾊﾞｹｯﾄ用ｽﾌﾟﾛﾛｹｯﾄﾎｲｰﾙ(機側、減速機
側　1組　ﾁｪｰﾝ含む)
・走行用ｽﾌﾟﾛﾛｹｯﾄﾎｲｰﾙ(機側、減速機
側　1組　ﾁｪｰﾝ含む)

水ｉｎｇ(株)　東京支店
東京都港区港南1-7-18

4,428,000 4,320,000

加圧浮上濃縮設備は、製造設置メー
カーでないと部品供給、整備工事が
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）

28.10.18 下水道課

経営管理課

平成28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

29.2.28

人孔管口耐震化工　φ700㎜　N=9口
雑工　1式
仮設工　1式

長豊建設(株)
長野県飯田市座光寺5558-1

12,267,720 12,204,000

人孔管口耐震化工法の協会に加盟し
、協会が実施する技術講習会受講修
了証取得者を現場代理人として選任
し、自社で現場管理を行うことがで
きる県内唯一の者である（地方公営
企業法施行令第21条の14第1項第2号
）

28.10.21 国県リニア
事業課

管理課

平成28年度 国県関連事業 河川改修工事

(準)芦ノ口沢川 飯田市 龍江 大願寺横

土木一式

29.3.24

施工延長　L=15.4m　
　布製型枠水路　L=7.1m
　ボックスカルバートB1000×H600　L
=7.0m

(株)宮坂組
長野県上伊那郡南箕輪村40-1

2,905,200 2,894,400

飯田国道事務所発注工事と隣接し、
当該部分の仮排水設置、接続桝等が
施工されるため、同者と契約するこ
とで一体的な現場管理、工期の短縮
、経費節減に加え地元調整を円滑に
行うことができる（地方自治法施行
令第167条の2第1項第6号）
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28.11.15 土木課

管理課

平成28年度 幹線道路改良事業 道路改良工事

市道1-1号林檎並木大宮線 飯田市 橋南 りん
ご並木

土木一式

29.3.24

施工延長　L=20.0m
　レンガブロック舗装　A=91m2
　インターロッキングブロック舗装　
A=53m2
　舗装止め工　L=11m

(株)三六組
長野県飯田市本町4-7-2

2,959,200 2,959,200

飯田市建設部土木課の既発注工事に
伴う関連工事であり、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）

28.11.16 地域計画課

環境課

平成28年度 西部霊園法名立工事

飯田市中村1589番地(西部霊園)

建築一式

29.1.31

飯田市 西部霊園 法名立て設置工事
一式

細澤建設(株)
長野県飯田市北方126-10

1,771,200 1,728,000

既存施設の増設のため、施設の意匠
的一体性が確保でき同様の施工がで
きるのは、既存施設の施工業者であ
る同者しかないため（地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号）

28.11.18 下水道課

経営管理課

平成28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

29.1.27

線路延長　L=20.0m
管渠延長　L=16.5m　リブ付硬質塩化
ビニル管φ200
0号人孔設置工　2基
1号人孔設置工　2基

吉川建設(株)
長野県飯田市松尾町2-25

2,365,200 2,322,000

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）

28.11.22 水道課

経営管理課

平成28年度 伊賀良低区配水池 送水ポンプ制
御盤更新工事

飯田市 伊賀良

電気通信

29.2.28

送水ポンプ制御盤撤去据付工
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

14,979,600 14,904,000

給水に支障がないように配水池の状
況や時間帯を考慮して運転管理、工
事ができるのは、施設運転を受託し
ている受託業者のみである（地方公
営企業法施行令第21条の14第1項第2
号）

28.11.22 水道課

経営管理課

平成28年度 橋梁補修工事に伴う送・配水管
布設替工事

飯田市 座光寺 原

土木一式

29.1.27

送・配水管布設替工
線路延長　L=129.1m
水道用ステンレス鋼管(SUS)　φ80A　
L=128.0m
水道用ダクタイル鋳鉄管　K形　φ75
　L=1.1m

北沢建設(株)
長野県飯田市吾妻町7

4,482,000 4,449,600

中日本高速道路(株)名古屋支社発注
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）

28.11.25 水道課

経営管理課

平成28年度 南原第1減圧弁取替工事

飯田市 下久堅 南原

管

28.12.22

減圧弁取替　1式 甲信商事(株)　飯田営業所
長野県飯田市松川町2204-3

3,348,000 3,348,000

施設定期点検の際に減圧弁の異常を
発見し、緊急な対応が必要であるた
め、点検者である甲信商事㈱飯田営
業所と随意契約により施工する。（
地方公営企業法施行令第21条の14第
1項第5号）

28.11.28 水道課

経営管理課

平成28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

29.2.24

配水管布設替工
線路延長　L=68.9m【水道用ダクタイ
ル鋳鉄管(DCIP)】
NS形φ75　L=61.3m　　K形φ75　L=7.
6m
仕切弁　N=1基　　加圧ポンプ　N=1基

(株)カリス
長野県飯田市千代1188-1

4,784,400 4,752,000

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）
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28.12.26 地域計画課

観光課

平成27年度 飯田市天龍峡温泉交流館建替え
事業 駐車場整備工事

飯田市川路4992-1

建築一式

29.3.31

駐車場整備工事　一式 (株)カリス
長野県飯田市千代1188-1

3,024,000 2,980,800

建設中の施設に付随する工事であり
、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）
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29.2.1 土木課

管理課

平成28年度 生活関連道路整備事業 道路改良
工事

市道松尾342号線 飯田市 松尾 新井

ほ装

29.3.24

施工延長　L=66.3m
表層工　A=282m2
上層路盤工　A=282m2

斉藤工業(株)
長野県飯田市松尾明5262-1

1,825,200 1,825,200

飯田市建設部土木課既発注工事と同
一工区内の施工であり、一体的な現
場管理、工期の短縮、経費節減に加
え地元調整を円滑に行うことができ
る（地方自治法施行令第167条の2第
1項第6号）

29.2.21 土木課

管理課

平成28年度 一般道路改良事業 道路改良工事

市道南信濃142号線 飯田市 南信濃 北又

土木一式

29.3.31

施工延長　L=53.0m
落石防止柵　L=53.0m

(株)トライネット
長野県飯田市松尾代田573-1

4,914,000 4,914,000

飯田市建設部土木課既発注工事と同
一工区内の施工であり、一体的な現
場管理、工期の短縮、経費節減を図
ることができる（地方自治法施行令
第167条の2第1項第6号）
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29.3.1 下水道課

経営管理課

平成28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269号線 飯田市 曙町

土木一式

29.3.31

本管布設替　L=31.4m
　リブ付硬質塩化ビニール管φ250mm
　L=16.0m
　ステンレス鋼管φ150mm　L=12.6m
　ステンレス鋼管φ100mm　L=1.0m
　HIVP管φ150mm　L=1.8m
1号人孔設置工　1基
2号人孔設置工　1基
小口径人孔設置工　1基

嘉山建工(有)
長野県飯田市上郷飯沼2319

16,556,400 16,524,000

飯田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）

29.3.3 土木課

管理課

平成28年度 防災対策避難路整備事業 道路改
良工事

市道千代15号線 飯田市 千代 法全寺(2)

土木一式

29.3.27

施工延長　L=70.0m　W=5.0m
　土工　1式
　法面保護工(植生マット)　A=171m2
　　　　　　(植生シート)　A=85m2
　排水施設工(特車300型)　L=70.0m

(株)カリス
長野県飯田市千代1188-1

3,045,600 2,948,400

飯田市建設部土木課既発注工事と同
一工区内の施工であり、一体的な現
場管理、工期の短縮、経費節減に加
え地元調整を円滑に行うことができ
る（地方自治法施行令第167条の2第
1項第6号）

29.3.13 国県リニア
事業課

管理課

平成28年度 国県関連事業 道路改良工事

市道2-72号椚平線他3路線 飯田市 龍江 椚平
橋上

土木一式

29.3.28

1工区(市道2-72号椚平線)
　待避所設置1箇所　W=5.0m　L=56.2m
　舗装工A=309m2
2工区(市道龍江143号線)
　ベンチフリューム700型用蓋設置　N
=22枚　L=11m
3工区(市道龍江145号線)
　アスカーブ設置　E型　L=18m
4工区(市道龍江187号線)
　舗装工　W=2.5m～6.8m　L=15.0m　A
=62m2

(株)宮坂組
長野県上伊那郡南箕輪村40-1

4,654,800 4,644,000

飯田国道事務所発注工事と隣接した
施工箇所のため、同者と契約するこ
とで一体的な現場管理、工期の短縮
、経費節減に加え地元調整を円滑に
行うことができる（地方自治法施行
令第167条の2第1項第6号）

29.3.22 地域計画課

観光課

平成28年度 社会資本整備総合交付金事業 大
田下広場外構工事

飯田市龍江7091-8他

建築一式

29.3.31

広場外構工事　1式 (株)カリス
長野県飯田市千代1188-1

4,298,400 4,266,000

飯田市観光課発注工事に係る外構工
事であり、同者と契約することで一
体的な現場管理、工期の短縮、経費
節減に加え地元調整を円滑に行うこ
とができる（地方自治法施行令第16
7条の2第1項第6号）


