
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

松本東建設特定共同企業体

　代表者　 （株）村瀬組
　構成員　 （株）大原建設
　構成員　 （株）上村組
　構成員　 川窪建設（株)
　構成員　 共立建設（株）
　構成員　 五光建設（株）
　構成員　 （株）酒井工業所
　構成員　 （株）サクセン
  構成員 　（株）中田組
  構成員　 （株）丸清建設
　構成員　 丸善土木（株）
　構成員　 （株）藪内組

松本市大字里山辺4293-8
松本市岡田町627
松本市大字入山辺里3652
松本市桐3-1-14
松本市井川城1-4-4
松本市大字原450-6
松本市村井町南3-10-14
松本市双葉6-1
松本市旭2-1-12
松本市筑摩4-9-10
松本市南原2-20-4
松本市北深志2-4-38

令和４年度
小規模維持補修工事
（道路）

松本市国道東地区
国道143号他

工事等

《道路延長》
　一般国道　　Ｌ＝２５．９ｋｍ
　主要地方道　Ｌ＝３７．５ｋｍ
　一般県道　　Ｌ＝４６．３ｋｍ

《小規模補修工事》
　舗装工　　　　施工量　６５０ｔ
　除草工　　　　Ａ＝７０，０００ｍ2
　側溝清掃工　　Ｌ＝３，０００ｍ
　大型土のう工　６０袋
　交通管理工　　４人・日

令和４年4月1日～
　令和５年3月31日

施工体制確
認型契約方
式による

松本西特定共同企業体

　代表者　 松本土建（株）
　構成員　 （株）大高組
　構成員　 奥原重機建設（有）
　構成員　 （株)小池組
　構成員　 清水口建設（株）
　構成員　 新栄土木（株）
　構成員　 大伸土木（株）
　構成員　 （有）萩原組
  構成員 　（株）原山組
  構成員　 （株）藤澤組
　構成員　 （有）村山興業
　構成員　 （株）矢島建材

松本市大字島立635-1
松本市大字島立695
松本市両島7-16
松本市渚3-6-17
松本市大字和田4705-3
松本市大字島内6931-ロ-2-38
松本市大字新村3029
松本市平田西2-106-2
松本市渚4-4-2
松本市大字島内1260-10
松本市大字今井3059-6
松本市大字笹賀542-1

令和４年度
小規模維持補修工事
（道路）

松本市国道西地区
国道158号他

工事等

《道路延長》
　一般国道　　Ｌ＝７．０ｋｍ
　主要地方道　Ｌ＝２０．２ｋｍ
　一般県道　　Ｌ＝２６．１ｋｍ

《小規模補修工事》
　舗装工　　　施工量　３９０ｔ
　除草工　　　Ａ＝７０，０００ｍ2
　側溝清掃工　Ｌ＝２，５００ｍ
　大型土のう工　　７０袋
　交通管理工　　４人・日

令和４年4月1日～
　令和５年3月31日

随　意　契　約　に　係　る　情　報



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

梓川建設特定共同企業体

　代表者　 （株）小松組
　構成員　 大松建設（株）

松本市梓川倭3243-4
松本市梓川倭3243-2

令和４年度
小規模維持補修工事
（道路、砂防）

松本市梓川地区
主要地方道塩尻鍋
割穂高線他

工事等

《道路延長》
　主要地方道　Ｌ＝　９．４ｋｍ
　一般県道　　Ｌ＝１２．０ｋｍ

《小規模補修工事》
　舗装工　　　施工量　７０ｔ
　除草工　　　Ａ＝１０，０００ｍ2
　側溝清掃工　Ｌ＝５００ｍ
　大型土のう工　　　３０袋
　交通管理工　　　４人・日

令和４年4月1日～
　令和５年3月31日

施工体制確
認型契約方
式による

四賀建設特定共同企業体

　代表者　 （株）望月組
　構成員　 （株）草田組
　構成員　 （株）藤森組

松本市取出473-1
松本市五常7470-1
松本市取出442-1

令和４年度
小規模維持補修工事
（道路）

松本市四賀地区
国道143号他

工事等

《道路延長》
　一般国道　　Ｌ＝２２．９ｋｍ
　一般県道　　Ｌ＝２８．５ｋｍ

《小規模補修工事》
　舗装工　　　施工量　１６０ｔ
　除草工　　　Ａ＝５０，０００ｍ2
　側溝清掃工　　　Ｌ＝９００ｍ
　大型土のう工　３０袋
　交通管理工　４人・日

令和４年4月1日～
　令和５年3月31日

随　意　契　約　に　係　る　情　報



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

波田・山形建設特定共同企業体

　代表者　 （株）フカサワイール
　構成員　 （有）アイザワ工業
　構成員　 （株）小石興業
　構成員　 筒木土木（株)
　構成員　 （有）テクト
　構成員　 波田土建（株）
　構成員　 （株）ヤマジン

松本市波田3003
松本市波田7252-14
松本市波田10068-3
松本市波田10264
松本市波田9946-15
松本市波田6176
東筑摩郡山形村7170-1

令和４年度
小規模維持補修工事
（道路）

松本市波田地区・東
筑摩郡山形村
国道158号他

工事等

《道路延長》
　一般国道　　Ｌ＝　８．８ｋｍ
  主要地方道　Ｌ＝　８．４ｋｍ
  一般県道　　Ｌ＝１２．５ｋｍ

《小規模補修工事》
　舗装工　　　施工量　１３０ｔ
　除草工　　　Ａ＝２０，０００ｍ2
　側溝清掃工　Ｌ＝１，５００ｍ
　大型土のう工　２０袋
　交通管理工　４人・日

令和４年4月1日～
　令和５年3月31日

施工体制確
認型契約方
式による

安曇・奈川特定共同企業体

　代表者　 サワンド建設（株）
　構成員　 （株）大野建設
　構成員　 （株）ケイリュウ
　構成員　 （株)高宮組
　構成員　 川瀬建設（株）

松本市安曇4160-2
松本市安曇2619
松本市安曇4170-4
松本市奈川4082-3
松本市奈川2327

令和４年度
小規模維持補修工事
（道路）

松本市奈川・安曇地
区
国道158号他

工事等

《道路延長》
　一般国道　　Ｌ＝３６．８ｋｍ
  主要地方道　Ｌ＝６６．９ｋｍ
  一般県道　　Ｌ＝５．０ｋｍ
　
《小規模補修工事》
　舗装工　　　　施工量　６８０ｔ
　除草工　　　　Ａ＝８５，０００ｍ2
　側溝清掃工　　Ｌ＝１３，０００ｍ
　大型土のう工　７０袋
　交通管理工　４人・日
　撤去物運搬工　２５回

《春山除雪工》
除雪工　　Ｌ＝５．９ｋｍ

令和４年4月1日～
　令和５年3月31日

随　意　契　約　に　係　る　情　報



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

塩尻・朝日地域維持型建設共同企業体

　代表者　 清沢土建（株）
　構成員　 （株）岡谷組中信支店
　構成員　 （有）川上組
　構成員　 （有)塩尻建友
　構成員　 （株）ナガタキ
　構成員　 （株）竹入興業
　構成員　 （株）笠原工務店
　構成員　 （株）米窪組
  構成員 　（有）東広建設
  構成員　 （有）丸谷建設
　構成員　 （有）三共テクニカル
　構成員　 （株）真陽建設

塩尻市大門駅西1059-3
塩尻市大門桔梗町16-2
塩尻市大字奈良井837-80
塩尻市大字宗賀5154-1
塩尻市大字広丘堅石2145-340
塩尻市大字広丘野村2529
塩尻市大字宗賀字床尾1550-4
塩尻市大字堀ノ内125
塩尻市大字広丘堅石2146-246
塩尻市大字洗馬3006-2
塩尻市大字広丘原新田186-7
塩尻市大字広丘吉田字八幡原547-7

令和４年度
小規模維持補修工事
（道路）

塩尻市・東筑摩郡朝
日村
国道153号他

工事等

《道路延長》
　一般国道　  Ｌ＝　９．５ｋｍ
  主要地方道　Ｌ＝　９．５ｋｍ
  一般県道　　Ｌ＝６７．５ｋｍ

《小規模補修工事》
　舗装工　　　施工量　４１０ｔ
　除草工　　　Ａ＝８０，０００ｍ2
　側溝清掃工　Ｌ＝３，０００ｍ
　大型土のう工　４０袋
　交通管理工　４人・日

令和４年4月1日～
　令和５年3月31日

施工体制確
認型契約方
式による

生坂建設業特定共同企業体

　代表者　 平林建設（株）
　構成員　 （有）石川組
　構成員　 （有）中山組
　構成員　 牛越組

東筑摩郡生坂村5523
東筑摩郡生坂村大字北陸郷8477-1
東筑摩郡生坂村6315
東筑摩郡生坂村大字東広津14686

令和４年度
小規模維持補修工事
（道路、河川、砂防）

東筑摩郡生坂村
主要地方道大町麻
績インター千曲線他

工事等

《道路延長》
　主要地方道　Ｌ＝１０．５ｋｍ
  一般県道　　Ｌ＝　７．９ｋｍ

《小規模補修工事》
　舗装工　　　施工量　　２６０ｔ
　除草工　　　Ａ＝２５，０００ｍ2
　側溝清掃工　Ｌ＝２，０００ｍ
　大型土のう工　　　　　７０袋
　交通管理工　　　　　４人・日

令和４年4月1日～
　令和５年3月31日

随　意　契　約　に　係　る　情　報



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

筑北・麻績地域維持型建設共同企業体

　代表者　 （株）関川組
　構成員　 （有）にしき興業
　構成員　 （有）犀舟建設
　構成員　 （有)聖南建設
　構成員　 （有）宮下組
　構成員　 （有）清水工務店

東筑摩郡筑北村西条4269
東筑摩郡筑北村西条4263-3
東筑摩郡筑北村坂北8911
東筑摩郡筑北村坂北5070
東筑摩郡麻績村麻4138
東筑摩郡麻績村麻4121-3

令和４年度
小規模維持補修工事
（道路）

東筑摩郡麻績村・筑
北村
国道403号他

工事等

《道路延長》
　一般国道　　Ｌ＝１９．０ｋｍ
  主要地方道　Ｌ＝２３．９ｋｍ
  一般県道　　Ｌ＝２６．２ｋｍ

《小規模補修工事》
　舗装工　　　施工量　１６０ｔ
　除草工　　　Ａ＝４８，０００ｍ2
　側溝清掃工　Ｌ＝１，３００ｍ
　大型土のう工　３０袋
　交通管理工　４人・日

令和４年4月1日～
　令和５年3月31日

随　意　契　約　に　係　る　情　報


