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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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3.4.2 土木課

管理課

令和2年度 農業施設補助災害復旧事業 農業
用施設(水路)災害復旧工事

新川井 飯田市 (伊賀良) 下殿岡

土木一式

3.12.24

復旧延長　L=5.4m
　頭首工　L=5.4m　V=44m3
　コンクリートブロック積み　L=9m　
SL=1.9-4.0m　A=35m2
　根固めブロック工　N=28個
　取水口　N=1式

伊賀良建設(株)
長野県飯田市上殿岡5-1

12,166,000 12,100,000

飯田建設事務所発注の災害復旧工事
と同一現場内であり、一体的な現場
管理を行うことで早急な災害対応が
でき工期の短縮及び経費の縮減を図
ることができるため、当該業者と随
意契約する（地方自治法施行令第16
7条の2第1項第6号）

3.4.12 水道課

経営管理課

令和3年度 老朽管布設替工事に伴う給水切替
工事

飯田市 今宮町1丁目

管

3.5.31

給水切替　N=10箇所
対象戸数　N=10戸

(株)シノダ設備
長野県飯田市今宮町2-34

3,421,000 3,410,000

前年度取りやめとせざるを得なかっ
た箇所である。工事を再開するにあ
たり前年度の時点で地権者との連絡
･協議を終え資機材等購入済みであ
ることから当該業者と契約する。（
地方公営企業法施行令第21条の14第
1項第2項）

3.4.12 下水道課

経営管理課

令和2年度 特環下水道 取付管布設工事

国道151号 飯田市桐林 桐林工区

管

3.7.30

取付管　下水道用リブ付硬質塩化ビニ
ル管（PRP）φ150　L=26.7m
小口径人孔　1基
管理桝　2基

(株)シノダ設備
長野県飯田市今宮町2-34

4,290,000 4,290,000

宅内の排水設備工事を行う者と随意
契約をすることにより作業ﾔｰﾄﾞの確
保や工程管理･調整等が一括で行え
るため（地方公営企業法施行令第21
条の14第1項第2号）

3.4.14 リニア用地
課

リニア用地
課

令和3年度 リニア代替地整備事業 代替地造
成工事

共和代替地 飯田市座光寺

土木一式

3.7.30

掘削工　V=920m3
盛土工　V=7800m3

(株)トライネット
長野県飯田市松尾代田573-1

9,966,000 9,966,000

共和地区代替地の造成工事に大鹿ﾄﾝ
ﾈﾙ掘削土を利用するため仮置き工事
を行う必要がある。唐沢宮の前代替
地造成工事での運搬受入れを行って
いる当該業者と随契することで早急
な対応と経費削減が見込める（地方
自治法施行令第167条の2第1項第6号
）

3.4.23 下水道課

経営管理課

令和3年度 公共下水道 取付管及び公共桝設
置工事

市道1-53号明河原線 飯田市 松尾新井6824他
 (株)ヨコハマタイヤジャパン

土木一式

3.7.30

取付管布設工事　VUφ150　L=4.70m
公共桝設置　マルチ桝φ200　H=1.80m

勝間田建設(株)
長野県飯田市松尾町3-21-1

1,672,000 1,650,000

建設工事(民間工事)の請負業者であ
る者に随契することで作業ヤードの
確保や工程調整を効率的に管理する
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）

3.4.26 リニア用地
課

リニア用地
課

令和3年度 リニア代替地整備事業 代替地造
成工事

唐沢宮の前代替地 飯田市 座光寺

土木一式

3.7.30

土工　1式
プレキャストL型擁壁　L=101m

(株)トライネット
長野県飯田市松尾代田573-1

9,768,000 9,768,000

現在施工中の造成工事施工中の業者
が同時施工することで擁壁据付のた
めの掘削工及び埋戻し工が省けるこ
とから工期短縮及び経費の削減が見
込める（地方自治法施行令第167条
の2第1項第6号）

3.4.27 水道課

経営管理課

令和3年度 遠山簡水遠方監視装置改良工事

飯田市 上村 南信濃

電気通信

3.10.29

伝送装置更新（LTE回線）
・テレメトリング装置　上村8組、南
信濃17組
・電源用パーフェクトアレスタ　上村
11組、17組
・無停電電源装置上村10組、南信濃14
組

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

42,900,000 41,800,000

監視装置の開発、製造及び設置を行
った者でなければ改良工事を行うこ
とができないため（地方公営企業法
施行令第21条の14第1項第2号）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)

令和3年5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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3.5.13 土木課

管理課

令和3年度 国土保全対策事業 用排水路整備
工事

井水 飯田市 伊賀良 中村

土木一式

3.8.31

施工延長　L=77.0m
　プレキャスト開渠工　L=77m
　分水工　N=3基

木下工業(株)
長野県飯田市北方961

2,728,000 2,640,000

施工中の道路単独災害復旧工事と同
一現場であり一体的な現場管理を行
うことで事業の進捗が円滑になると
ともに工期の短縮を図ることができ
る（地方自治法施行令第167条の2第
1項第6号）

3.5.13 リニア用地
課

リニア用地
課

令和3年度 リニア代替地整備事業 道路改良
に伴う舗装復旧工事

市道座光寺95号線ほか 唐沢宮の前代替地 飯
田市 座光寺

舗装

3.7.30

舗装復旧　1式 小木曽建設(株)
長野県飯田市座光寺6663-5

3,938,000 3,938,000

現在市道座光寺95号線御道路改良を
施工している同者と随契することで
掘削や盛土及び舗装を一体的に実施
できることから工期の短縮、経費の
削減が見込める（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)

令和3年6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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3.6.16 水道課

経営管理課

令和3年度 配水管布設替及び布設に伴う給水
切替工事

飯田市 上郷北条

管

3.7.30

給水切替　N=5箇所 髙本建設(株)
長野県飯田市大門町3825-1

1,738,000 1,738,000

配水管布設替及び布設工事と同一現
場内であり、当該業者が指定給水装
置工事の有資格者であるため、随意
契約を行うことで工期の短縮及び経
費の削減が図られる（地方公営企業
法施行令第21条の14第1号第6号）

3.6.16 下水浄化セ
ンター

経営管理課

令和3年度 松尾浄化管理センター汚泥掻寄機
制御盤改修工事

松尾浄化管理センター

機械器具設置

3.10.29

・水処理2系列4号池　初沈・終沈汚泥
掻寄機制御盤改修　2面

アクアインテック(株)
東京都千代田区神田駿河台4-2-5
　御茶ノ水NKﾋﾞﾙ

2,706,000 2,640,000

汚泥掻寄機の製造メーカーであり、
部品の調達及び制御盤整備は他者で
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）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)

令和3年7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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3.7.21 水道課

経営管理課

令和3年度 県道改良工事に伴う配水管布設工
事

飯田市 大通･白山町

土木一式

4.3.4

配水管布設工
　線路延長　L=158.0m
　水道用ダクタイル鋳鉄管（DIP）GX
形φ75　L=158.0m
　仕切弁φ75　N=6基　地下式消火栓
　N=1基

南信土木建築(有)
長野県下伊那郡阿智村駒場1256

9,504,000 9,460,000

飯田建設事務所発注の防災･安全交
付金(街路)工事と同一箇所であり、
その受注者と契約することで一体的
な工程管理及び現場管理を行うこと
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）

3.7.28 水道課

経営管理課

令和3年度 飯田南木曽線道路改良に伴う鉄道
横断推進工事

飯田市 白山町1丁目

土木一式

4.3.4

推進工　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

73,733,000 73,700,000

JR東海発注の鉄道横断管路新設に伴
う薬液注入工事と一体的な工程及び
現場管理を行う必要性があるため、
当該業者等随意契約とする（地方公
営企業法施行令第21条の14第1項第6
号）

3.7.29 水道課

経営管理課

令和3年度 配水管布設替工事に伴う給水切替
工事

飯田市 座光寺共和

管

3.9.30

給水切替　N=9箇所
対象件数　N=47戸

(有)代田工業
長野県飯田市山本276-75

2,750,000 2,640,000

当該業者は同一現場である配水管布
設替工事施工中であり、本工事に必
要な指定給水装置工事の有資格者で
あることから、一体的な工程及び現
場管理を行うことができる（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)

令和3年8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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3.8.11 下水道課

経営管理課

令和3年度 他事業関連 公共下水道管渠(汚水
)布設替工事

(主)飯田南木曽線 飯田市 大通･白山町

土木一式

4.3.4

施工延長　L=152.0m
管渠延長　下水道用リブ付き硬質塩化
ビニル管（PRP）φ250　L=124.7m
　　　　　下水道用リブ付き硬質塩化
ビニル管（PRP）φ200　L=15.2m
　　　　　下水道用リブ付き硬質塩化
ビニル管（PRP）φ150　L=3.3m
マンホール　組立1号　N=9基　塩ビ製
小型300　N=1基
取付管　5箇所
　　　　下水道用硬質塩化ビニル管（
VU)φ150　L=15.1m
公共ます　塩ビ製（円形）φ200　4箇
所

南信土木建築(有)
長野県下伊那郡阿智村駒場1256

19,921,000 19,910,000

飯田建設事務所発注の防災･安全交
付金(街路)工事と同一箇所であり、
その受注者と契約することで一体的
な工程管理及び現場管理を行うこと
ができるとともに経費の削減も図ら
れる（地方公営企業法施行令第21条
の14第1項第6号）

3.8.20 リニア用地
課

リニア用地
課

令和3年度 リニア代替地整備事業 代替地造
成工事に伴う排水路整備工事

唐沢宮の前代替地 飯田市 座光寺 宮の前

土木一式

3.11.30

自由勾配側溝　L=52m
現場打集水桝　N=2基
プレキャスト集水桝　N=2基

(株)トライネット
長野県飯田市松尾代田573-1

4,983,000 4,983,000

今後発注予定の工事内での施工を予
定していたが地権者との協議の結果
早期施工が必要となった。施工中の
造成工事と同時施工とすることで工
期の短縮及び経費の削減が見込める
ため当該業者と随意契約する（地方
自治法施行令第167条の2第項第6号
）

3.8.25 下水浄化セ
ンター

経営管理課

令和3年度 松尾浄化管理センター№1ガスタ
ンク修繕工事

松尾浄化管理センター

機械器具設置

4.2.25

・№1ガスタンク腐食箇所修繕　一式
月島機械(株)　水環境事業本部東
京支社
東京都中央区晴海3-5-1

24,420,000 24,200,000

製造メーカー独自の規格、構造であ
り、他の業者では補修できないため
（地方公営企業法施行令第21条の14
第1項第2号）

3.8.30 リニア用地
課

リニア用地
課

令和3年度 リニア代替地整備事業 下水道管
渠(汚水)築造工事

市道上郷9号線ほか 飯田市 上郷飯沼

土木一式

3.9.30

施工延長　L=43.2m
管渠延長　下水道用リブ付硬質塩化ビ
ニル管（PRP）φ150　L=42.3m
マンホール　小型　N=3型
取付管　1箇所
　　　　下水道用硬質塩化ビニル管（
VU）φ150　L=2.4m
公共ます　塩ビ製（円形）φ200　1箇
所

大喜建設(株)
長野県飯田市松尾代田866-3

3,707,000 3,685,000

代替地造成工事に伴う排水路整備工
事により既存下水道への接続が必要
となったため、宅内側工事を施工し
ている業者に随意契約をすることで
一体的な施工管理ができ、工期の短
縮も見込むことができる（地方自治
法施行令第167条の2第1項第6号）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)

令和3年9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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3.9.3 リニア用地
課

リニア用地
課

令和3年度 リニア代替地整備事業 道路改良
工事に伴う排水路整備工事

市道座光寺95号線 飯田市 座光寺 唐沢宮の
前

土木一式

3.11.30

雨水貯留施設　1ヶ所 (有)代田工業
長野県飯田市山本276-75

4,983,000 4,983,000

現在施工中の道路改良工事と同時に
施工することで工期短縮及び掘削･
埋戻し等の経費削減が見込めるため
、道路改良工事を受注している者に
随契する（地方自治法施行令第167
条の2第1項第6号）

3.9.7 土木課

管理課

令和3年度 橋りょう補修事業 橋りょう補修
工事

市道1-42号大須線 飯田市山本 下り松橋

土木一式

3.11.19

断面補修工　N=3箇所 長豊建設(株)
長野県飯田市座光寺5558-1

1,771,000 1,760,000

三遠南信自動車道を全面通行止めに
する必要があり、管理者である飯田
国道事務所が発注する補修工事を行
う者に一括発注することで工事調整
が円滑となりき生計費の縮減も図る
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）

3.9.8 下水道課

経営管理課

令和3年度 公共下水道 マンホールポンプ補
修工事

飯田市 山本 旧道入口ポンプ場

機械器具設置

4.2.28

オーバーホール　1式
（№2　CW150　5.5kw）

第一公害プラント(株)
長野県飯田市松尾清水8104

1,727,000 1,639,000

対象箇所の管理業務受託者と随契す
ることで、引き上げ点検時に同時施
工することができ経費の縮減を図る
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））

3.9.21 下水道課

経営管理課

令和3年度 公共下水道 マンホールポンプ補
修工事

飯田市 中村 運動公園下ポンプ場

機械器具設置

4.2.28

オーバーホール　1式
（№2　CWF100-PG）

第一公害プラント(株)
長野県飯田市松尾清水8104

3,080,000 3,025,000

対象箇所の管理業務受託者と随契す
ることで、引き上げ点検時に同時施
工することができ経費の縮減を図る
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））

3.9.28 土木課

管理課

令和3年度 過年発生土木施設補助災害復旧事
業 道路災害復旧工事

市道南信濃134号線 飯田市 南信濃 八日市場

土木一式

4.2.25

復旧延長　L=64.0m　W=3.2m
　路体盛土工　V=125.5m3
　路床盛土工　V=119.1m3
　法面整形工　A=235.0m2
　舗装工　A=121.1m2
　防護柵工　L=9.0m

(株)南建設
長野県飯田市南信濃和田978-1

4,136,000 4,125,000

長野県が発注する災害復旧工事と重
複する箇所の工事であり相互の工事
が一体的な構造物の構築を目的とし
ていることから一貫した施工が技術
的に必要であるため県工事受注者と
随意契約する（地方自治法施行令第
167条の2第1項第6号）

3.9.28 水道課

経営管理課

令和3年度 老朽管布設替に伴う給水切替工事

市道上郷4号線 飯田市 上郷別府

管

3.12.28

給水切替工　N=15箇所 (株)カリス
長野県飯田市千代1188-1

4,290,000 4,290,000

老朽管布設替工事と同一現場内であ
り、かつ請負業者が指定給水装置工
事の有資格者であるため、請負業者
と随意契約することで工期の短縮、
経費の削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)

令和3年10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)

22/04/01 14:54 Page 7

3.10.6 水道課

経営管理課

令和3年度 道路改良工事に伴う配水管布設替
工事

市道座光寺280号線他 飯田市 座光寺 スマー
トIC

水道施設

4.2.28

路線延長　L=96.4m
　DIP　GX形　φ75　L=96.4m　仕切弁
　N=1基
　地下式消火栓　N=1基

髙本建設(株)
長野県飯田市大門町3825-1

4,180,000 4,180,000

国県関連事業課発注工事と同一現場
内での施工であり、同社と随契する
ことで工期の短縮、地元調整を円滑
に行うことができるため（地方公営
企業法施行令第21条の14第1項第6号
）

3.10.20 水道課

経営管理課

令和3年度 老朽管布設替工事に伴う給水切替
工事

飯田市 上郷別府2

管

3.12.20

給水切替　N=28箇所
対象戸数　N=38戸

(有)代田工業
長野県飯田市山本276-75

6,072,000 6,072,000

老朽管布設替工事と同一現場内であ
り、かつ請負業者が指定給水装置工
事の有資格者であるため、請負業者
と随意契約することで工期の短縮、
経費の削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）

3.10.26 土木課

管理課

令和3年度 防災･安全交付金事業 通学路安全
対策工事

市道座光寺11号線 飯田市 座光寺 宮の前

土木一式

3.12.24

施工延長　L=43.8m
　側溝工　L=43.4m
　アスファルト舗装工　A=21.7m2
　コンクリート舗装工　V=4.5m3

(有)愛建工業
長野県飯田市座光寺4102

2,288,000 2,288,000

既発注の通学路安全対策工事と同一
現場内であり、当該業者と随契し一
体的な現場管理を行うことで、事業
の推進が円滑になるとともに工期の
短縮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2号））

3.10.26 リニア用地
課

リニア用地
課

令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 道
路舗装工事

市道座光寺95号線 飯田市 座光寺 座光寺踏
切前

舗装

3.12.24

施工延長　L=10.6m
舗装工　A=90m2
防護柵工　N=1式
区画線工　N=1式

木下建設(株)
長野県飯田市松尾町1-22

3,993,000 3,960,000

JR飯田線の近接工事となることから
、JR東海が指定する工事管理者及び
列車見張り員を配置する必要がある
。市内に本支店を有し自社で見張り
員等を配置できる者は当該業者に限
られる（地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号）

3.10.27 水道課

経営管理課

令和3年度 道路改良工事に伴う配水管布設替
工事

市道2-73号尾林八ノ倉線 飯田市 千代 八ノ
倉

水道施設

4.1.31

路線延長　L=58.2m
　DIP　GX形　φ75　L=58.2m　仕切弁
　N=1基
　空気弁付消火栓　N=1基

(株)カリス
長野県飯田市千代1188-1

4,268,000 4,268,000

国県関連事業課発注工事と同一現場
内であり、当該業者と随契すること
で工期の短縮、地元調整を円滑に行
うことができるため（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)

令和3年11月契約分

契約日

施工課

主管課

工事名称

工事箇所
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工事概要
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3.11.5 国県関連事
業課

管理課

令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 道
路舗装工事

市道座光寺164号線他 飯田市 座光寺 下り線
側道2工区

舗装

3.12.17

舗装工　A=1310m2
道路付属物工　ガードレール　Gr-C-2
B　L=39m
縁石工　アスカーブ　L=40m

長豊建設(株)
長野県飯田市座光寺5558-1

4,983,000 4,950,000

現在施工中の改良工事と近接してお
り当該業者と随契することで、地元
調整及び工程管理が容易となるとと
もに工事費を削減することができる
（地方自治法施行令第167条の2第1
項第6号）

3.11.8 水道課

経営管理課

令和3年度 県道(一)新井伊那八幡(停)線道路
改良工事に伴う配水管仮設工事

飯田市 松尾水城

水道施設

4.3.4

配水管仮設工
　仮設SUS　100A　L=74.3m
　仮設消火栓（排泥弁）　n=1基

(有)新野工務店
長野県下伊那郡阿南町新野1710

2,640,000 2,640,000

飯田建設事務所発注工事と同一現場
内であり、当該業者と随契すること
で工期の短縮、地元調整を円滑に行
うことができる（地方公営企業法施
行令第21条の14第1項第6号）

3.11.18 地域計画課

管理課

令和3年度 ｢公営住宅整備事業 西の原団地1
工区建築工事｣に伴う道路改良工事

市道飯田233号線 飯田市 大休

土木一式

4.3.31

施工延長　L=42.5m　W=4.0m
　土工　一式
　擁壁工
　　プレキャスト擁壁工　L=6.0m
　　重力式擁壁　V=7.0m3
　排水構造物工
　　自由勾配側溝　L=43.0m
　舗装工
　　上層路盤工　A=59.0m2

勝間田建設(株)
長野県飯田市松尾町3-21-1

4,862,000 4,840,000

既発注の「西の原団地1工区建築工
事」の建築現場出入口にあたる道路
工事であり、建築工事と密に連携し
一体的に工事を進めていく必要があ
るため当該業者と随契（地方自治法
施行令第167条の2第1項第6号）

3.11.19 地域計画課

危機管理室

令和3年度 市営本町駐車場2階鉄部塗装工事

飯田市本町1丁目15番地

塗装

4.1.11

・本町駐車場内部梁、柱等鉄部塗装工
事一式（2F)

(有)ヒラサワ
長野県飯田市下久堅下虎岩1772-1

4,334,000 4,290,000

施工中の市営本町駐車場の3～4階の
塗装工事を受注している当該業者と
随意契約することで経費の縮減が図
られる（地方自治法施行令第167条
の2第1項第6号）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)

令和3年12月契約分

契約日

施工課

主管課

工事名称
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契約の相手方の選定理由
(適用条件)

22/04/01 14:54 Page 9

3.12.3 学校教育課

学校教育課

令和3年度 小中学校空調設備整備事業 飯田
東中学校会議室他機械設備工事

飯田市高羽町3丁目16番地

管

4.2.25

会議室他エアコン設置工事に係る機械
設備工事　一式

飯田工業(株)
長野県飯田市羽場坂町2350－4

2,684,000 2,640,000

今年度発注の空調設備整備事業の当
該校における請負業者と随意契約す
ることで、既整備部分との調整が容
易となり工期短縮により工事費の縮
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）

3.12.8 国県関連事
業課

環境課

令和3年度 イタチガ沢 最終処分場 フェンス
工事他

飯田市 龍江 イタチガ沢最終処分場

土木一式

4.3.25

フェンス設置工　L=110m
附帯工　一式

長豊建設(株)
長野県飯田市座光寺5558-1

2,563,000 2,530,000

飯田国道工事事務所発注の道路建設
工事発生土の盛土工事施工中の箇所
であり、当該業者と随意契約するこ
とで経費削減、工期の短縮が図られ
る（地方自治法施行令第167条の2第
1項第6号）

3.12.16 土木課

管理課

令和3年度 河川自然災害防止事業 河川改修
工事

(普)風折沢川 飯田市 上村 風折

土木一式

4.3.28

施工延長　L=25.0m
　ブロック積み　L=17m　SL=1.5～2.5
m　A=37m2
　側溝工　L=17m
　暗渠工　L=2m

(株)カリス
長野県飯田市千代1188-1

3,333,000 3,333,000

県発注の「災害関連緊急治山工事 7
号工事」と同一現場内であり、当該
業者と随契し一体的な現場管理を行
うことで、事業の進捗が円滑になる
とともに工期の短縮及び経費の縮減
を図ることができる

3.12.17 国県関連事
業課

管理課

令和3年度 国県関連事業 側溝整備工事

市道座光寺111号線 飯田市 座光寺 宮崎

土木一式

4.3.25

側溝整備工事
側溝工　自由勾配側溝L=54.0m　管渠
工　SGP管φ300　L=6.0m
集水桝工　3基　舗装工　一式

(有)愛建工業
長野県飯田市座光寺4102

4,444,000 4,433,000

県道市場桜町線の拡幅改良に伴い移
転となる当該業者の移転先民地内に
用水路が流れているため、市道部に
布設替工事にを実施。事務所が近隣
である当該業者と随契（地方自治法
施行令第167条の2第1項第2号）

3.12.17 水道課

経営管理課

令和3年度 配水管布設に伴う給水切替工事

飯田市 上郷飯沼2

管

4.2.28

給水切替工　N=14箇所
対象戸数　N=16戸

(有)代田工業
長野県飯田市山本276-75

2,838,000 2,805,000

配水管布設工事と同一現場内であり
、かつ工事請負業者が指定給水装置
工事の有資格者であるため請負業者
と随意契約することで工期の短縮、
経費の削減が図られる（地方公営企
業法施行令第21条の14第1項第6号）
）

3.12.23 下水道課

経営管理課

令和3年度 他事業関連 公共下水道管渠(汚水
)布設替工事

国道256号飯田大橋下 飯田市 大久保町 1工
区

土木一式

4.2.28

施工延長　L=24.0m
管渠延長　下水道用リブ付硬質塩化ビ
ニル管(PRP)φ200　L=22.3m
マンホール　塩ビ製小型300　N=2基
取付管　1箇所
　　　　下水道用硬質塩化ビニル管(V
U)φ150　L=6.5m
公共ます　塩ビ製(円形)φ200　1箇所

長美土木
長野県飯田市正永町2-7055-1

3,487,000 3,410,000

県発注の飯田大橋橋梁補強工事に伴
い既存下水道管の布設替が必要とな
ったが、橋梁工事請負業者が布設替
工事を施工できないため、飯田地区
内で築造実績があり早期対応可能な
当該業者と随意契約する（地方公営
企業法施行令第21条の14第1号第5号
）

3.12.27 リニア用地
課

リニア用地
課

令和3年度 リニア代替地整備事業 排水路整
備工事

なみき沢川 飯田市 座光寺

土木一式

4.3.18

水路工
　自由勾配側溝900　L=13m
　横断側溝300型　L=2m
　現場打ち水路　L=3m
　集水桝　N=1基
舗装工
　アスファルト舗装工　A=31m2

(有)愛建工業
長野県飯田市座光寺4102

4,708,000 4,708,000

土木課発注の横断歩道橋撤去工事区
間と重複しており、当該業者と随意
契約することで、工期の短縮、通行
規制期間の短縮及び経費の削減を図
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））



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)
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契約日
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契約の相手方の選定理由
(適用条件)

22/04/01 14:54 Page 10

4.1.11 土木課

生涯学習･
スポーツ課

令和3年度 座光寺河川敷運動場整備工事

飯田市 座光寺 座光寺河川敷運動場

土木一式

4.3.25

施工延長　L=108m　W=68m
　グランド表層工　A=7300m2

長豊建設(株)
長野県飯田市座光寺5558-1

8,800,000 8,800,000

冬期及び春先に使用できる運動場が
少ないことから早急に整備する必要
があるため、常日頃から緊急時対応
を行っている当該業者と随意契約す
る（地方自治法施行令第167条の2第
1項第5号）

4.1.28 地域計画課

市公民館

令和3年度 (仮称)飯田駅前プラザ多目的ホー
ル音響設備工事

飯田市東和町2丁目35番地(仮称)飯田駅前プ
ラザ

電気

4.3.31

音響設備取付工事　一式 東陽興業(株)
長野県飯田市常盤町25

5,973,000 5,885,000

(仮称)飯田駅前プラザ本体の電気設
備工事と密接に関係しているため当
該業者と随意契約する（地方自治法
施行令第167条の2第1項第2号）



随意契約の内容の公表一覧表(建設工事)

令和4年2月契約分

契約日

施工課

主管課

工事名称

工事箇所
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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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4.2.2 水道課

経営管理課

令和3年度 県道改良工事に伴う配水管布設工
事(2)

飯田市 白山町2丁目

土木一式

4.3.25

配水管布設工
　線路延長　L=90.0m
　水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP)GX形
φ75　L=90.0m
　地下式消火栓　N=1基

南信土木建築(有)
長野県下伊那郡阿智村駒場1256

3,091,000 3,080,000

飯田建設事務所発注工事と同一現場
内での施工であり地元調整を円滑に
行うことができるため当該業者と随
意契約（地方公営企業法施行令第21
条の14第1項第6号）

4.2.9 土木課

管理課

令和3年度 道路舗装補修工事

市道松尾48号線 飯田市 松尾 毛賀

土木一式

4.3.22

施工延長　L=106.2m
　舗装工　A=471m2

クラウニング(株)
長野県飯田市伊豆木1594-1

3,432,000 3,432,000

施工箇所は既発注の工事箇所の近隣
であり、当該業者と契約することで
工期が短縮できるため（地方自治法
施行令第167条の2第1項第2号）

4.2.17 リニア用地
課

リニア用地
課

令和3年度 リニア代替地整備事業 発生土受
入地整備工事

共和地区･河原地区 飯田市 座光寺

土木一式

4.3.31

発生土受入地整備　N=1式 (株)トライネット
長野県飯田市松尾代田573-1

11,748,000 11,748,000

代替地造成事業で発生する土砂の処
分先が不足しており早急な整備が必
要である。代替地造成工事施工者が
整備することで工期の短縮及び費用
の削減が見込まれるため当該業者と
随意契約する（地方自治法施行令第
167条の2第1項第6号）
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4.3.30 下水道課

経営管理課

令和3年度 他事業関連 公共下水道管渠(汚水
)布設替工事

(主)飯田南木曽線 飯田市 大通･白山町 3工
区

土木一式

4.9.30

施工延長　L=175.0m
管渠延長　下水道用リブ付硬質塩化ビ
ニル管(PRP)φ250　L=52.4m
　　　　　下水道用リブ付硬質塩化ビ
ニル管(PRP)φ220　L=113.5m
　　　　　下水道用硬質塩化ビニル管
(VU)φ250　L=2.2m
マンホール　組立1号　N=6基
取付管　8箇所
　　　　下水道用硬質塩化ビニル管(V
U)φ150　L=26.0m
公共ます　塩ビ製(円形)φ200　6箇所
　/φ300　1箇所

南信土木建築(有)
長野県下伊那郡阿智村駒場1256

19,998,000 19,800,000

飯田建設事務所発注の工事に伴う布
設替工事であり一体的な工程及び現
場管理を行うことができ、経費縮減
も図られるため当該業者と随意契約
をする（地方公営企業法施行令第21
条の14第1項第6号）


