
様式第５号　　所管行政庁、建設事務所名：　　伊那建設事務所

届出種別 合計 合計（自動） 合計（自動）
届出(新規) 16 件 新築 ホテル等 ホテル等 0 件 鉄筋コンクリート造 1 件
変更 0 件 改築 病院等 病院等 3 件 鉄骨鉄筋コンクリート造 1 件
中止 0 件 増築 物品販売業を営む店舗等物品販売業を営む店舗等 0 件 鉄骨造 13 件

修繕等 事務所等 事務所等 3 件 その他 1 件
建築設備設置 学校等 学校等 0 件
設備改修 飲食店等 飲食店等 0 件

集会場等 集会場等 0 件
工場等 工場等 9 件
住宅 住宅 1 件

番号
届出
種別

提出年月日 受付年月日 建築主の氏名又は代表者名 建築主の住所又は所在地 建築物の名称 建築物の所在地 用途 構造 階数
床面積(㎡)
(届出部分）

床面積(㎡)
(合計）

着手予定 完了予定 設計者等 電話 備考

1
届出

(新規)
H26.8.11 H26.8.11

伊那食品工業株式会社
代表取締役　井上　修

伊那市西春近5047
伊那食品工業㈱
猪の沢海草倉庫

伊那市西春近10702-20他 工場等 鉄骨造 地上1 2,979.00 2,979.00 H26.10.1 H27.3.31
株式会社ヤマウラ一級建築士事
務所

0265-81-6030

2
届出

(新規)
H26.8.22 H26.8.22

社会福祉法人　しなのさわやか福祉会
理事長　山浦　速夫

上伊那郡宮田村4804-1 （仮称）伊那プラムの里
伊那市美篶5323-1、5324-1、-
2、-3、5325-1、-2、-3、-4、
5326-5

病院等 鉄骨造 地上3  4,918.69  4,918.69 H26.9.1 H27.3.25 株式会社エスジーマックス 03-3370-6110

3
届出

(新規)
H26.9.4 H26.9.4

社会福祉法人　高遠さくら福祉会
理事長　山浦　康民

伊那市高遠町勝間220
特別養護老人ホーム
「みのりの杜」

伊那市東春近8895-1、8896、
8897、8898-1、-2、9552-1

病院等 その他 地上2  2,116.48  2,116.48 H26.9.1 H27.3.25 株式会社城取建築設計事務所 0265-72-7271

4
届出

(新規)
H27.1.9 H27.1.9

株式会社医学生物研究所
代表取締役社長　佐々木　淳

愛知県名古屋市中区栄四丁目5
番3号

MBLプロジェクト 伊那市手良沢岡1018-1 事務所等 鉄骨造 地上3  3,959.35  3,959.35 H27.2.1 H27.9.1
清水建設株式会社一級建築士事
務所

03-3561-2069

5
届出

(新規)
H27.1.27 H27.1.27

上伊那農業協同組合
代表理事組合長　御子柴　茂樹

伊那市狐島4291 JA上伊那　駒ケ根支所 駒ヶ根市東町15389-3 事務所等 鉄骨造 地上4  3,185.38  3,185.38 H27.5.15 H27.12.20 全農長野一級建築士事務所 026-236-2155

6
届出

(新規)
H27.2.20 H27.2.20

コーア株式会社
代表取締役社長　花形　忠男

伊那市荒井3672 KOA物流センター 伊那市荒井3672 工場等 鉄骨造 地上1  2,650.00  2,650.00 H27.3.16 H27.11.30
鹿島建設株式会社関東支店一級
建築士事務所

048-658-7561

7
届出

(新規)
H27.3.26 H27.3.26

伊那食品工業株式会社
代表取締役　井上　修

伊那市西春近5047
伊那食品工業㈱
藤澤工場

伊那市西春近5309-1他 工場等 鉄骨造 地上2  7,155.30  7,155.30 H27.4.15 H27.10.30 有限会社唐澤建築設計事務所 0265-72-4882

8
届出

(新規)
H27.6.5 H27.6.5

養命酒製造株式会社駒ヶ根工場
取締役工場長　大森　勉

駒ヶ根市赤穂16410
養命酒製造㈱
生薬倉庫

駒ヶ根市赤穂16421-1他 工場等 鉄骨造 地上2  2,617.12  2,617.12 H27.6.10 H27.11.30
株式会社ヤマウラ一級建築士事
務所

0265-81-6030

9
届出

(新規)
H28.2.24 H28.2.24

株式会社ユーエスアイ
代表取締役　浦野　浩

上伊那郡宮田村2689 株式会社ユーエスアイ新第2工場 上伊那郡宮田村1523 工場等 鉄骨造 地上1  2,313.96  2,313.96 H28.3.17 H28.11.30 株式会社アース下平設計 0265-86-3833

10
届出

(新規)
H28.12.16 H28.12.16

上伊那広域連合
広域連合長　白鳥　孝

伊那市荒井3500-1 新ごみ中間処理施設 伊那市富県3790他 工場等
鉄骨鉄筋
コンクリー

ト造

地上5
地下1

 8,920.22  9,069.24 H29.1.16 H30.11.20
株式会社神鋼環境ソリューション
一級建築士事務所

078-232-8018

11
届出

(新規)
H29.2.28 H29.2.28

米玉堂食品株式会社
代表取締役社長　杉本　徳治

上伊那郡辰野町大字伊那富2582
米玉堂食品株式会社
伊那工場

伊那市西箕輪2148-168 工場等 鉄骨造 地上2  8,588.44  8,588.44 H29.3.10 H30.2.28 西武建工一級建築士事務所 0265-72-7221

12
届出

(新規)
H29.6.27 H29.6.27

長野県厚生農業協同組合連合会
代表理事理事長　社浦　康三

長野市大字南長野北石堂町1177-3
JA長野厚生連　富士見高原医療セ
ンター　両小野小規模老健・小規模
特養

上伊那郡辰野町小野1290他 病院等 鉄骨造 地上2  3,436.89  4,058.30 H29.7.18 H30.3.10 株式会社　アーキディアック 0263-47-7766

13
届出

(新規)
H29.12.26 H29.12.26

日本電産サンキョー株式会社
代表取締役社長　平沢　賢司

諏訪郡下諏訪町3529
日本電産サンキョー
RBT伊那　第５工場

伊那市上の原6100他 工場等 鉄骨造 地上2  3,517.70  3,517.70 H30.1.22 H30.8.21
三井住友建設株式会社一級建築
士事務所

03-4582-3108

14
届出

(新規)
H30.6.29 H30.6.29

株式会社コガネイ
取締役社長　岡村　吉光

東京都小金井市緑町3-11-28 ㈱コガネイ　駒ヶ根事業所　F棟 駒ヶ根市飯坂2-4251-5他15筆 工場等 鉄骨造 地上2  6,155.91  14,239.43 H30.8.1 H31.3.31
清水建設株式会社関東支店設計
部

048-631-3450

15
届出

(新規)
H31.2.13 H31.2.13

長野県知事
阿部　守一

長野市大字南長野字幅下692-2 県営住宅　大萱団地A棟
伊那市西箕輪7200-23の一部、7004
の一部

住宅
鉄筋コンク
リート造

地上4  3,076.19  3,076.19 R1.9.1 R5.1.31 株式会社　アーキディアック 0263-47-7766

16
届出

(新規)
R2.1.21 R2.1.21

生活協同組合コープながの
理事長　太田　栄一

長野市篠ノ井御幣川668
(仮称)コープながのコープデリ伊北セ
ンター

上伊那郡箕輪町大字三日町字伴久
1391他

事務所等 鉄骨造 地上2  2,470.80  2,470.80 R2.7.1 R3.2.28 株式会社エーシーエー設計 026-296-8300

17

18

19

20
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