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30.4.13 水道課

経営管理課

平成30年度 鼎配水池築造に伴う舗装本復旧
工事

飯田市 鼎 切石

水道施設

30.5.25

既設管切断　N=1箇所
舗装本復旧　A=1,000m2

小池建設(株)
長野県飯田市下久堅下虎岩3089-2

4,158,000 3,855,600

昨年度施工した業者であり、一体と
した施工とする必要があるため（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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30.5.15 下水道課

経営管理課

平成30年度 公共下水道 マンホールポンプ補
修工事

飯田市 山本 田府高屋ポンプ場

機械器具設置

30.9.28

オーバーホール　1式
(№1　CWF-100-PG)

第一公害プラント(株)
長野県飯田市松尾清水8104

2,322,000 2,300,400

対象箇所の管理業務受託者であり、
引き上げ点検時に同時施工すること
により経費の縮減を図ることができ
る（地方公営企業法施行令第21条の
14第1項第6号）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)
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30.6.5 土木課

管理課

平成30年度 防災・安全交付金事業 橋梁長寿
命化修繕工事

市道1-17号箕瀬大休線 飯田市 白山通り1丁
目 白山橋

土木一式

31.1.25

橋梁補修工　L=18.0m　W=3.7m
　橋面舗装工　1式
　橋面防水工　1式
　表面保護工　1式
　伸縮装置取替工　1式
　防護柵補修工　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

12,506,400 12,420,000

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）

30.6.7 水道課

経営管理課

平成30年度 米川浄水場№2フロキュレーター
更新工事

飯田市 千代 米川

機械器具設置

30.6.29

フロキュレーター用減速機　1台　更
新
フロキュレーター撹拌軸　1第　更新
フロキュレーター架台、水中ガイド軸
　1式　更新

甲信商事(株)　飯田営業所
長野県飯田市松川町2204-3

4,482,000 4,320,000

フロキュレーターが経年劣化により
破損し緊急に取替が必要となった。
緊急で機器製品の取扱いができるの
がこの者のみであるため（地方公営
企業法施行令第21条の14第1項第5号
）

30.6.8 下水道課

経営管理課

平成30年度 公共下水道 マンホールポンプ補
修工事

飯田市 川路 天竜峡ポンプ場

機械器具設置

31.1.25

オーバーホール　1式
(№2　CWF100-P)

第一公害プラント(株)
長野県飯田市松尾清水8104

2,160,000 2,052,000

対象箇所の管理業務受託者であり、
引き上げ点検時に同時施工すること
により経費の縮減を図ることができ
る（地方公営企業法施行令第21条の
14第1項第6号）

30.6.11 土木課

商業･市街
地活性課

平成30年度 新人形とけい塔整備事業 本体外
構工事

市道1-1号林檎並木大宮線 飯田市 谷川橋

土木一式

30.7.31

施工延長　L=25.0m
歩車道境界ブロック工　L=77.0m
インターロッキング舗装工　A=87m2
横断防止柵　L=49m

伊賀良建設(株)
長野県飯田市上殿岡5-1

4,978,800 4,914,000

新とけい塔製作業務と現場合わせで
製作する基礎部分の制作業務におけ
る下請業者である者が施工すること
で、工期の短縮、経費の節減に加え
、工事の安全・円滑かつ適正な施工
が確保できる（地方自治法施行令第
167条の2第1項第6号）

30.6.13 水道課

経営管理課

平成30年度 米川浄水場沈殿池隔壁設置工事

飯田市 千代 米川浄水場

機械器具設置

30.8.31

マンホール蓋設置SUS304　φ600　1ヶ
所
角蓋設置SUS304　600×700　1ヶ所
仕切り壁設置SUS304　t=6mm　1式

甲信商事(株)　飯田営業所
長野県飯田市松川町2204-3

2,430,000 2,311,200

浄水機能を停止することなく施工す
る必要があり、当該浄水場のプラン
ト設備の設置及び整備に携わり、施
設を熟知しているこの者でしか施工
できないため（地方公営企業法施行
令21条の14第1項第2号）

30.6.25 土木課

管理課

平成30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

30.9.28

施工延長L=18.5m
　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

4,892,400 4,860,000

既発注の工事と隣接する現場であり
、同者に発注することで、事業の進
捗が円滑になると共に経費の縮減を
図ることができるため（地方自治法
施行令第167条の2第1項第6号）

30.6.27 土木課

管理課

平成30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 橋北 飯田
市公民館前

土木一式

30.8.31

施工延長　L=21.2m
縁石工　　L=21m
舗装工　　A=58m2
区画線工　L=211m

伊賀良建設(株)
長野県飯田市上殿岡5-1

3,272,400 3,240,000

既発注の工事と同一現場であり、同
者に発注することで工程調整が円滑
になると共に経費の縮減を図ること
ができるため（地方自治法施行令第
167条の2第1項第6号）

30.6.29 土木課

商業･市街
地活性課

平成30年度 新人形とけい塔整備事業 橋梁補
修工事

市道1-1号林檎並木大宮線 飯田市 東野 吾妻
町

土木一式

30.7.31

施工延長　L=9.0m
　伸縮継手　L=9.0m

伊賀良建設(株)
長野県飯田市上殿岡5-1

2,030,400 1,998,000

新とけい塔製作業務と現場合わせで
製作する基礎部分の制作業務におけ
る下請業者である者が施工すること
で、工期の短縮、経費の節減に加え
、工事の安全・円滑かつ適正な施工
が確保できる（地方自治法施行令第
167条の2第1項第6号）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)
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30.7.3 地域計画課

管理課

平成30年度 公営住宅整備事業 二ツ山団地7
工区外灯設置工事

飯田市山本6722-1

建築一式

30.8.31

飯田市型太陽光発電LED該当設置　1基 吉川建設(株)
長野県飯田市松尾町2-25

1,047,600 1,047,600

発注済の「平成29･30年度 公営住宅
整備事業 二ツ山団地7工区建築工事
」等と同一敷地となるため、安全、
円滑かつ適切な施工を確保するとと
もに、工期の短縮及び経費削減を図
ることができるため（地方自治法施
行令第167条の2第1項第6号）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)

平成30年8月契約分
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30.8.3 地域計画課

危機管理室

平成30年度 消防施設整備事業 消防団詰所整
備 第16分団本部詰所新築工事 電気設備工事

飯田市上郷飯沼3135-5、3145-1の一部

電気

30.12.25

・木造平屋建て　延べ面積　110.96m2

　分団本部詰所新築工事　電気設備工
事　一式

東陽興業(株)
長野県飯田市常盤町25

2,073,600 2,052,000

当工事は、すでに発注されている「
平成29･30年度公民館等耐震化整備
事業 上郷公民館本体建築工事」と
同一敷地内であり、同一電気設備受
注者に発注することで、事業進捗が
安全かつ円滑となり、経費縮減とな
る（地方自治法施行令第167条の2第
1項第6号）

30.8.7 地域計画課

危機管理室

平成30年度 消防施設整備事業 消防団詰所整
備 第16分団本部詰所新築工事 機械設備工事

飯田市上郷飯沼3135-5、3145-1の一部

管

30.12.25

・木造平屋建て　延べ面積　110.96m2

　分団本部詰所新築工事　機械設備工
事　一式

明和工業(株)
長野県飯田市本町2-5

2,678,400 2,646,000

当工事は、すでに発注されている「
平成29･30年度公民館等耐震化整備
事業 上郷公民館本体建築工事」と
同一敷地内であり、同一機械設備受
注者に発注することで、事業進捗が
安全かつ円滑となり、経費縮減とな
る（地方自治法施行令第167条の2第
1項第6号）

30.8.7 地域計画課

危機管理室

平成30年度 消防施設整備事業 消防団詰所整
備 第16分団本部詰所新築工事 本体建築工事

飯田市上郷飯沼3135-5、3145-1の一部

建築一式

30.12.25

・木造平屋建て　延べ面積　110.96m2

　分団本部詰所新築工事　本体建築工
事一式

吉川建設(株)
長野県飯田市松尾町2-25

22,680,000 22,140,000

当工事は、すでに発注されている「
平成29･30年度公民館等耐震化整備
事業 上郷公民館本体建築工事」と
同一敷地内であり、同一建築受注者
に発注することで、事業進捗が安全
かつ円滑となり、経費縮減となる（
地方自治法施行令第167条の2第1項
第6号）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)
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30.9.11 土木課

管理課

平成30年度 道路単独災害復旧工事

市道上村1号線 飯田市 上村 程野御池

土木一式

30.11.9

落成除去工　1式 山﨑建設(株)
長野県飯田市上村96

7,959,600 7,938,000

年間を通じ当該路線の維持管理、除
雪を行っており、今回の災害復旧を
緊急に対応可能な業者と随意契約し
たい。また当該業者においては当災
害の道路上の落石除去及び通行止め
措置を行ってる。（地方自治法施行
令第167条の2第1項第5号）

30.9.12 地域計画課

工業課

平成30年度 ｢産業振興の拠点｣整備事業 音響
設備工事

飯田市座光寺3349-1

電気

30.10.26

ホール用ワゴンアンプ設置工事　一式 (株)石田電気工事
長野県飯田市山本2335－3

2,635,200 2,516,400

｢産業振興の拠点｣についてはH30.12
末を目途に整備を進めているが、急
遽ホールの使用が必要となり音響設
備の工事が必要となったため、緊急
対応可能な、現在施工中の電気工事
を行っている業者に依頼（地方自治
法施行令第167条の2第1項第5号）

30.9.25 水道課

経営管理課

平成30年度 砂払浄水場配水流量計設置工事

飯田市 滝の沢

電気

31.2.28

排水流量計350A（挿入型超音波式）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

4,935,600 4,644,000

経年劣化に伴い流量計が破損し緊急
に取り換える必要がある。流量計の
取替以外にも妙琴浄水場への遠方監
視装置への取り込みが必要であり、
同者の製品であるため同者でしか施
工できない（地方公営企業法施行令
21条の14第1項第2号および5号）

30.9.25 下水道課

経営管理課

平成30年度 公共下水道 マンホールポンプ補
修工事

飯田市 上殿岡 上殿岡第1ポンプ場

機械器具設置

31.2.15

№2（CW150）22.0kw　オーバーホール
　1式

第一公害プラント(株)
長野県飯田市松尾清水8104

2,224,800 2,008,800

当該施設の管理業務受託者である第
一公害プラント㈱と随契することに
より、ポンプ引き上げ点検時に同時
に施工でき一括管理が行えるため、
経費の縮減が図られる（地方公営企
業法施行令21条の14第1項第6号）

30.9.25 下水道課

経営管理課

平成30年度 公共下水道 マンホールポンプ補
修工事

飯田市 三日市場 上殿岡第2ポンプ場

機械器具設置

31.2.15

№1（CW100）7.5kw　オーバーホール
　1式

第一公害プラント(株)
長野県飯田市松尾清水8104

1,479,600 1,447,200

当該施設の管理業務受託者である第
一公害プラント㈱と随契することに
より、ポンプ引き上げ点検時に同時
に施工でき一括管理が行えるため、
経費の縮減が図られる（地方公営企
業法施行令21条の14第1項第6号）

30.9.28 下水道課

経営管理課

平成30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1-53号明河原線他 飯田市松尾明 産業道
路工区

土木一式

31.3.8

人孔管口耐震化工　φ900mm　46箇所 (株)三六組
長野県飯田市本町4-7-2

64,152,000 64,141,200

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マグマロック工
法に限られ、施工可能な業者は日本
スナップロック協会の協会員に限ら
れる。同協会の会員で市内及び県内
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）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)
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30.9.28 下水道課

経営管理課

平成30年度 松尾浄化管理センター　№2湿式
脱硫器修繕工事

松尾浄化管理センター

機械器具設置

30.12.28

湿式脱硫器上部上胴取替
下部マンホール腐食部補修

水ｉｎｇ(株)　北関東営業所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-
252
ユニオンビル

4,935,600 4,860,000

汚泥処理施設のうち、発生した消化
ガスから硫化水素を除去する脱硫器
（№2）に腐食箇所が発見され、早
急な修繕が必要となった（地方公営
企業法施行令第21条の14第1項第5号
）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)

平成30年10月契約分

契約日

施工課

主管課
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及び住所
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30.10.9 地域計画課

長寿支援課

平成30年度 特別養護老人ホーム飯田荘 厨房
機器設置工事

飯田市東栄町3137番地2他 特別養護老人ホー
ム飯田荘

管

30.11.16

厨房機器設置工事　一式 飯田工業(株)
長野県飯田市羽場坂町2350－4

8,834,400 8,640,000

特養飯田荘建設に係る機械設備工事
について当該業者と請負契約を締結
しており、厨房機器の設置にあたり
機械設備工事と一体として実施する
ことが工事管理の上で必要であるた
め（地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号）

30.10.22 水道課

経営管理課

平成30年度 九十九折井配水管布設工事

飯田市 松尾 毛賀

土木一式

31.1.31

配水管布設工
　線路延長　L=90.4m【水道用ダクタ
イル鋳鉄管】
　DCIP（S50形）　L=90.4m
　仕切弁φ50　1基
　排泥弁　1基

二吉建設(株)
長野県飯田市下久堅下虎岩975

3,866,400 3,866,400

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、工期の短縮
、地元調整を円滑に行えるため（地
方公営企業法施行令21条の14第1項
第6号）

30.10.22 水道課

経営管理課

平成30年度 九十九折井改修に伴う配水管布
設替工事

飯田市 松尾 毛賀

土木一式

31.1.31

配水管布設替工
　線路延長　L=125.0m【水道用ダクタ
イル鋳鉄管（DCIP）】
　GX形φ75　L=125.0m
　地下式消火栓　1基

二吉建設(株)
長野県飯田市下久堅下虎岩975

3,056,400 3,056,400

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、工期の短縮
、地元調整を円滑に行えるため（地
方公営企業法施行令21条の14第1項
第6号）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)

平成30年11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)
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30.11.6 水道課

経営管理課

平成30年度 市道飯田99号線歩車道整備工事
に伴う配水管布設替工事

飯田市 仲ノ町1丁目

土木一式

31.2.28

線路延長　L=116.0m
　ダクタイル鋳鉄管φ75GX形　L=6.0m
　仕切弁　N=1基
　ダクタイル鋳鉄管φ150GX形　L=110
.0m　仕切弁　N=1基
　地下式消火栓　N=1基

(有)代田工業
長野県飯田市山本276-75

4,935,600 4,773,600

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
進捗が円滑に行えるため
（地方公営企業法施行令21条の14第
1項第6号）

30.11.6 水道課

経営管理課

平成30年度 米川浄水場№2フロック形成池流
入弁更新工事

飯田市 千代 米川

機械器具設置

31.2.28

・№2フロック形成地流入弁　2床式フ
ランジレスバタフライ弁　1台更新

甲信商事(株)　飯田営業所
長野県飯田市松川町2204-3

2,376,000 2,300,400

フロック形成池の流入弁が経年劣化
により破損し緊急に取替が必要とな
ったため機器製品の製造及び取扱い
ができる業者と随契（地方公営企業
法施行令第21条の14第1項第5号）

30.11.6 土木課

管理課

平成30年度 土木施設補助災害復旧事業 道路
災害復旧工事

市道上村1号線 飯田市 上村 上村1号線分岐
上1km

とび・土工・コンクリ

ート・解体(経過措置)

31.1.31

復旧延長　L=32.2m
　土工　1式
　防護柵工　L=18m
　仮設工　1式

山﨑建設(株)
長野県飯田市上村96

4,838,400 4,827,600

年間通じて当該路線の維持管理・除
雪業務を行っており、今回の災害復
旧を緊急に対応可能であるため。（
地方自治法施行令第167条の2第1項
第5号）

30.11.14 地域計画課

工業課

平成29年度 ｢産業振興の拠点｣整備事業 特別
教室棟改修 機械設備工事

飯田市座光寺3349-1他

管

30.12.28

特別教室棟
RC造　地上2階建　延床面積782.5m2　
改修　機械設備工事　一式

(株)東設
長野県飯田市座光寺6711-2

13,500,000 13,392,000

既に発注されている第Ⅲ期機械設備
工事(B棟:旧機械科等)と接続した施
設の改修であり、第Ⅲ期工事と同時
期の完成を目指すうえで同一受注者
と随契することで現場調整の円滑化
、共通仮設費･現場管理費･一般管理
費の経費削減が可能(地方自治法施
行令第167条の2第1項第6号)

30.11.16 地域計画課

工業課

平成29年度 ｢産業振興の拠点｣整備事業 特別
教室棟改修 建築工事

飯田市座光寺3349-1他

建築一式

30.12.28

特別教室棟
RC造　地上2階建　延床面積782.5m2　
改修　建築工事　一式

神稲建設(株)
長野県飯田市主税町18

14,472,000 14,364,000

既に発注されている第Ⅲ期建築工事
(B棟:旧機械科等)と接続した施設の
改修であり、第Ⅲ期工事と同時期の
完成を目指すうえで同一受注者と随
契することで現場調整の円滑化、共
通仮設費･現場管理費･一般管理費の
経費削減が可能(地方自治法施行令
第167条の2第1項第6号)

30.11.19 地域計画課

工業課

平成29年度 ｢産業振興の拠点｣整備事業 特別
教室棟改修 電気設備工事

飯田市座光寺3349-1他

電気

30.12.28

特別教室棟
RC造　地上2階建　延床面積782.5m2　
改修　電気設備工事　一式

(株)石田電気工事
長野県飯田市山本2335－3

7,020,000 7,009,200

既に発注されている第Ⅲ期電気設備
工事(B棟:旧機械科等)と接続した施
設の改修であり、第Ⅲ期工事と同時
期の完成を目指すうえで同一受注者
と随契することで現場調整の円滑化
、共通仮設費･現場管理費･一般管理
費の経費削減が可能(地方自治法施
行令第167条の2第1項第6号)



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)

平成30年11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)
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30.11.20 下水道課

経営管理課

平成30年度 公共下水道 人孔管口耐震化工事

市道上郷204号線 飯田市上郷別府 城東工区

土木一式

31.2.28

人孔管口耐震化工　φ600mm　8箇所
仮設工　一式

長豊建設(株)
長野県飯田市座光寺5558-1

9,806,400 9,720,000

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
証明を受けている既設人孔耐震化工
法に限られ、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
限定される。同協会の会員で飯田市
に入札参加登録のある市内および県
内に本店を有する唯一の業者である
ため（地方公営企業法施行令第21条
の14第1項第2号）

30.11.22 下水浄化セ
ンター

経営管理課

平成30年度 竜丘浄化センター 脱水機整備工
事

竜丘浄化センター

機械器具設置

31.2.15

脱水機シリンダー部及びスクリュー交
換　一式

アムコン(株)
神奈川県横浜市港北区新羽町1926

3,951,720 3,754,080

汚泥脱水機の製造メーカーであり、
当該業者以外に部品の調達及び整備
ができない（地方公営企業法施行令
第21条の14第1項2号）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)

平成30年12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)
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30.12.5 水道課

経営管理課

平成30年度 今宮中継ポンプ送水流量計設置
工事

飯田市 上郷 上黒田

電気通信

31.2.28

送水流量計150A（電磁式）、変換器、
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

2,970,000 2,743,200

流量計設置以外に妙琴浄水場の監視
装置への機能増設が必要なため製造
及び設置業者である同者しか施工で
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項）

30.12.5 水道課

経営管理課

平成30年度 今宮中継ポンプ場中央監視機能
増設工事

飯田市 鼎 切石

電気通信

31.2.28

中央監視機能増設　1式
アナログ入力ユニット　1台増設

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

2,246,400 2,084,400

既設監視装置の機能増設工事は製造
及び設置業者である同者しか施工で
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）

30.12.6 地域計画課

工業課

平成30年度 ｢産業振興の拠点｣整備事業 自由
空間受付工事

飯田市座光寺3349-1

建築一式

30.12.28

「産業振興の拠点」電気科棟1階　自
由空間　369m2
内装改修工事　一式

神稲建設(株)
長野県飯田市主税町18

6,523,200 6,512,400

当該事業は既に発注されている平成
29年度「産業振興の拠点」整備事業
第Ⅲ期建築工事自由空間内の改修で
あり、同時期の完成を目指すうえで
建築工事の受注者に発注することで
現場調整の円滑化や共通仮設費、現
場管理費等の経費が経費削減が図ら
れる（地方自治法施行令第167条の2
第1項第6号）

30.12.11 土木課

管理課

平成30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(2)

土木一式

31.3.22

施工延長　L=19.4m
場所打擁壁工　V=16m3

(株)トライネット
長野県飯田市松尾代田573-1

2,808,000 2,808,000

既発注の「平成29年度市街地整備事
業歩道整備工事」と隣接する現場で
あり、同者に発注することで、事業
の進捗が円滑になるとともに経費の
削減を図ることができるため（地方
自治法施行令第167条の2第1項第6号
）

30.12.14 土木課

管理課

平成30年度 道路単独災害復旧工事

認定外市道 飯田市 下久堅 虎岩 小林宅南

土木一式

31.3.15

復旧延長　L=19.5m
　コンクリートブロック積工　A=16m2

　丸汰柵工（3段積）　L=26m
　コンクリート舗装工　A=14m2

尾曽建設(有)
長野県飯田市虎岩760－2

2,538,000 2,494,800

台風21号により被災。発生直後の現
地確認では深刻な状況ではないと判
断していたが、その後の降雨により
隣接地宅地の石積にクラックができ
ているとの報告を受けたため、以前
この路線の災害復旧工事を請負って
おり現場に精通した業者と随契（地
方自治法施行令第167条の2第1項第5
号）

30.12.14 水道課

経営管理課

平成30年度 市道飯田287号線道路改良工事に
伴う配水管布設替工事

飯田市 丸山町2丁目

土木一式

31.3.6

線路延長　L=40.5m
　ダクタイル鋳鉄管φ100　GX形　L=4
0.5m
　仕切弁φ100　N=4基　空気弁付地下
式消火栓　N=1基

(株)栄和
長野県飯田市北方3330

6,771,600 6,717,600

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）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)

平成30年12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)
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30.12.27 水道課

経営管理課

平成30年度 県道米川駄科停車場線道路改良
に伴う配水管布設替工事

飯田市 千代 田力

土木一式

31.3.1

配水管布設替工事
　線路延長　L=32.0m
　水道用ダクタイル鋳鉄管（DCIP）GX
形φ150　L=24.7m
　水管橋（SUS）φ150　L=7.3m
　仕切弁φ150　2基

南部建設(有)
長野県下伊那郡泰阜村8351

7,203,600 7,203,600

飯田建設事務所発注の工事と同一現
場内での施工であり、当該業者が施
工することで工期の短縮、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）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)

平成31年1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)
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31.1.15 下水道課

経営管理課

平成30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204号線 飯田市 上郷別府 飯田産業
センター工区

土木一式

31.3.8

人孔管口耐震化工　φ600　4箇所
仮設工　一式

長豊建設(株)
長野県飯田市座光寺5558-1

3,780,000 3,780,000

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
証明書を受けている既設人孔耐震化
工法に限られ、施工可能な業者は下
水道既設管路耐震化技術協会の協会
員に限定される。同協会の会員で飯
田市に入札参加登録のある市内およ
び県内に本店を有する唯一の業者で
ある（地方公営企業法施行令第21条
の14第1項第2号）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)

平成31年2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)
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31.2.20 地域計画課

生涯学習･
スポーツ課

平成30年度 公民館等耐震化整備事業 上郷公
民館 敷地内外構及び周辺道路整備工事

飯田市上郷飯沼3092-9他

建築一式

31.3.29

上郷公民館建築
　・敷地内外構工事
　・敷地周辺道路整備工事

吉川建設(株)
長野県飯田市松尾町2-25

3,888,000 3,888,000

既発注工事「上郷公民館本体建築工
事」工事箇所における第3回変更後
に発生した状況の変化により必要と
なった工事のため、現在契約履行中
の施工者に履行させることにより、
工期の短縮、経費の節減が確保でき
るため（地方自治法施行令第167条
の2第1項第6号）

31.2.26 土木課

生涯学習･
スポーツ課

平成30年度 公民館等耐震化整備事業 上郷公
民館建設に伴う道路改良工事

市道上郷22号線 飯田市 上郷 飯沼

土木一式

31.3.28

施工延長　L=79.2m
　舗装工　A=318m2

吉川建設(株)
長野県飯田市松尾町2-25

1,933,200 1,922,400

既発注工事「上郷公民館本体建築工
事」における道路改修施工箇所であ
る上郷21号線と連続する工事のため
、現在契約履行中の施工業者に履行
させることにより、工期の短縮及び
整合性を確保できるため（地方自治
法施行令第167条の2第1項第6号）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)

平成31年3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)

19/07/12 13:56 Page 15

31.3.7 工業課

工業課

平成30年度 「産業振興の拠点」整備事業 第
2キュービクル改修工事

飯田市座光寺3349-1

建築一式

31.3.29

変圧器　単相　100KVA　交換工事　一
式

神稲建設(株)
長野県飯田市主税町18

3,067,200 3,002,400

本工事は現在施工中の燃焼･耐火試
験棟改修工事と密接な関係があり、
それを請負う神稲建設と随意契約す
ることにより両工事の調整が図られ
停電による施設への影響を最小限に
抑えられ、また経費も安価となる（
地方自治法施行令第167条の2第1項
第6号）

31.3.14 土木課

管理課

平成30年度 市道改良事業 市道改良工事

市道飯田59号線 他1路線 飯田市仲ノ町

土木一式

31.3.29

石畳風舗装（表面仕上げ）　A=143m2
アスファルト舗装　A=101m2

(有)代田工業
長野県飯田市山本276-75

3,261,600 3,261,600

既発注の市街地整備事業歩道整備工
事と近接する箇所であり、一体的な
現場管理を行うことで工期の短縮、
経費の縮減を図ることができるため
（地方自治法施行令第167条の2第1
項第6号）


