
伊那建設事務所

契約相手方
の選定理由

契約業者名 住　　　所 契約業務の名称 業務箇所名 種別 概         要 履行期間

施工体制確
認型契約方
式による

伊北地区特定共同企業体

　代表者 浅川建設工業（株）
　構成員 松田建設（株）
　構成員 新橋屋建設（株）
　構成員 上島建設工業（株）
　構成員 箕輪建設工業（株）
　構成員 唐沢建設（株）
　構成員 日之出建工（株）
　構成員 喜田屋建設（株）

上伊那郡箕輪町大字中箕輪11363番地１
上伊那郡辰野町大字樋口1787番地
上伊那郡箕輪町大字東箕輪5183番地
上伊那郡箕輪町大字中箕輪8750番地5
上伊那郡箕輪町大字中箕輪11948番地
上伊那郡箕輪町大字中箕輪8296番地
上伊那郡箕輪町大字中箕輪8737番地１
上伊那郡箕輪町大字中箕輪8850番地2

平成31年度小規
模維持補修工事
（県単道路橋梁
維持修繕）

（国）153号
他
上伊那郡辰
野町・箕輪
町

工事等

≪道路延長≫
  一般国道　L=23.9㎞　主要地方道　L=27.3㎞　一般県
道　L=40.6㎞
≪小規模補修工事≫
　オーバーレイ工　　     W=170t
  欠損部補修工           W=30t
　除草工  　　　　　       A=62,000m2
　側溝清掃工　　　　     L=14,600m
  路面清掃工　　　　     L=2㎞
　ガードレール取替工   L=170m
  側溝取替工　 　　　    L=240m

平成31年4月1日～
　平成32年3月31日

施工体制確
認型契約方
式による

伊那竜西・南箕輪特定共同企業体

　代表者 岩澤建設（株）伊那支店
　構成員 （株）宮坂組
　構成員 西武建工（株）
　構成員 原建設（株）
　構成員 （株）堀建設
　　構成員 （株）酒井建設
　構成員 入戸建設工業（株）

伊那市西春近5292の１番地
上伊那郡南箕輪村40番地１
伊那市山寺254番地４
上伊那郡南箕輪村3898番地１
上伊那郡南箕輪村982番地２
伊那市荒井3801番地33
上伊那郡南箕輪村4206番地１

平成31年度小規
模維持補修工事
（県単道路橋梁
維持修繕）

（国）153号
他
伊那市竜
西・上伊那
郡南箕輪村

工事等

≪道路延長≫
   一般国道　L=25.0㎞　主要地方道　L=8.5㎞　一般県
道　L=44.1㎞
≪小規模補修工事≫
　オーバーレイ工　　     W=90t
  欠損部補修工　         W=30t
　除草工　　　　　　       A=42,000m2
　側溝清掃工　　　　      L=11,000m
  路面清掃工　　　　       L=1㎞
  ガードレール取替工     L=115m
  側溝取替工　 　　　      L=100m

平成31年4月1日～
　平成32年3月31日

施工体制確
認型契約方
式による

伊那竜東特定共同企業体
　代表者 宮下建設（株）
　構成員 池田建設（株）
　構成員 守屋建設（株）
　構成員 吉澤建設（株）

伊那市上牧6474番地
伊那市日影329番地１
伊那市中央5184番地
伊那市東春近1357番地３

平成31年度小規
模維持補修工事
（県単道路橋梁
維持修繕）

（国）361号
他
伊那市竜東

工事等

≪道路延長≫
   一般国道　L=10.1㎞　主要地方道　L=13.9㎞　一般県
道　L=29.1㎞
≪小規模補修工事≫
　オーバーレイ工　　      W=50t
  欠損部補修工　          W=20t
　除草工　　　　　　        A=24,000m2
　側溝清掃工　　　　      L=5,600m
  路面清掃工　　　　      L=2㎞
  ガードレール取替工    L=68m
  側溝取替工　 　　　     L=100m

平成31年4月1日～
　平成32年3月31日

施工体制確
認型契約方
式による

長谷高遠地区特定共同企業体

　代表者 廣瀬建設工業（株）
　構成員 清野建設（株）
　構成員 エフ・ケー建設（株）
　構成員 （有）鹿野組

伊那市日影334番地３
伊那市日影58番地
伊那市日影53番地
伊那市富県4405番地

平成31年度小規
模維持補修工事
（県単道路橋梁
維持修繕）

（国）152号
他
伊那市長谷
高遠

工事等

≪道路延長≫
　一般国道　L=39.4㎞　一般県道　L=30.1㎞
≪小規模補修工事≫
　オーバーレイ工　　     W=120t
  欠損部補修工　         W=30t
　除草工　　　　　　       A=52,000m2
　側溝清掃工　　　　     L=12,000m
  路面清掃工　　　　     L=2㎞
  ガードレール取替       L=150m
  側溝取替工　 　　    　L=200m

平成31年4月1日～
　平成32年3月31日

施工体制確
認型契約方
式による

駒ヶ根･宮田特定共同企業体

　代表者  窪田建設（株）
　構成員 赤穂建設（株）
　構成員 石田建設（株）
　構成員 小澤建設（株）
　構成員 黒河内建設（株）
　構成員 （株）小平建設
  構成員 竹花工業（株）駒ヶ根支店
　構成員 中澤木材（株）
　構成員 富貴屋建設（株）
　構成員 福美建設（株）
　構成員 （株）みずほ
　構成員 （株）南田建設
　構成員 （株）ヤマウラ
　構成員 （株）吉澤組

駒ヶ根市東町9番22号
駒ヶ根市飯坂一丁目12番３号
駒ヶ根市飯坂二丁目９番14号
駒ヶ根市赤穂9172番地
上伊那郡宮田村3010番地
駒ヶ根市赤穂4583番地１
駒ヶ根市中沢12175番地
駒ヶ根市中沢4117番地
駒ヶ根市赤穂3468番地
駒ヶ根市中沢4894番地１
駒ヶ根市東伊那287番地
上伊那郡宮田村1467番地
駒ヶ根市北町22番１号
駒ヶ根市上穂栄町18番６号

平成31年度小規
模維持補修工事
（県単道路橋梁
維持修繕）

（国）153号
他
駒ヶ根市・上
伊那郡宮田
村

工事等

≪道路延長≫
　一般国道　L=13.4㎞　主要地方道　L=44.6㎞　一般県
道　L=22.8㎞
≪小規模補修工事≫
　オーバーレイ工　　    W=180t
  欠損部補修工　        W=40t
　除草工　　　　　　       A=65,000m2
　側溝清掃工　　　　     L=16,000m
  路面清掃工　　　　     L=5㎞
　ガードレール取替工   L=200m
  側溝取替工　 　　　    L=260m
  春山除雪工・春山凍結防止剤散布工　L=80.8km

平成31年4月1日～
　平成32年3月31日

施工体制確
認型契約方
式による

中川飯島建設特定共同企業体

　代表者 田島建設（株）
　構成員 野村建設（株）
　構成員 宮下建設工業（株）
　構成員 （株）久保田組
　構成員 下平建設（株）

上伊那郡中川村片桐5158番地
上伊那郡飯島町飯島107番地
上伊那郡中川村片桐4030番地
上伊那郡飯島町本郷2406番地169
上伊那郡飯島町田切1038番地

平成31年度小規
模維持補修工事
（県単道路橋梁
維持修繕）

（国）153号
他
上伊那郡飯
島町・中川
村

工事等

≪道路延長≫
   一般国道　L=18.5㎞　主要地方道　L=17.3㎞　一般県
道　L=22.2㎞
≪小規模補修工事≫
　オーバーレイ工　　     W=110t
  欠損部補修工　         W=30t
　除草工　　　　　　        A=45,000m2
　側溝清掃工　　　　      L=12,000m
  路面清掃工　　　　      L=1㎞
　ガードレール取替工    L=130m
  側溝取替工　 　　　     L=160m
  春山除雪工・春山凍結防止剤散布工　L=58.0km

平成31年4月1日～
　平成32年3月31日

随意契約に係る情報

公表様式参考例１


