
契約相手方の
選定理由

契約業務の名称 業務箇所名 種別 概         要 履行期間

代表者 解体興業（株）

構成員 （株）岡谷組

構成員 興和工業（株）

構成員 山岸建設（株）

構成員 （株）マルモリ宮坂土木

構成員 水道建設（株）

構成員 第一建設（株)

構成員 （有）トモダ

構成員 （有）山栄建設

代表者 藤森土木建設（株）

構成員 （株）シガテクノス

構成員 有賀建設（株）

構成員 笠原建設工業（株）

代表者 スワテック建設（株）

構成員 (株)大同建設

構成員 渋崎建設（株）

構成員 （株）小泉建築

構成員 常盤工業（株）諏訪支店

茅野市１工区特定共同企業体

代表者 （株）東城組

構成員 （有）遠藤建機

構成員 （有）由建興業

構成員 （有）両角石材

茅野市２工区特定共同企業体

代表者 泉建設（株）

構成員 （株）司建設

構成員 （有）原田興業

構成員 （株）今井緑化総業

契約業者名

施工体制確認型
契約方式による

令和４年度
小規模維持補修工事　（道
路）

諏訪市１工区
（主）諏訪白樺湖小諸線
他

工事等

施工体制確認型
契約方式による

令和４年４月１日～
　令和５年３月31日

諏訪市１工区特定共同企業体

随 意 契 約 に 係 る 情 報

施工体制確認型
契約方式による

岡谷市小規模維持補修工事特定共同企業体

令和４年度
小規模維持補修工事　（道
路）

岡谷市工区
（主）下諏訪辰野線他

工事等

《道路延長》
主要地方道　Ｌ＝17.5km 　一般県道　Ｌ＝
7.8㎞
《小規模補修工事》
オーバーレイ工　A＝2,100ｍ2　除草工　A
＝30,000ｍ2　側溝清掃工　Ｌ＝2,500ｍ
欠損部補修工　V＝15t

令和４年４月１日～
　令和５年３月31日

令和４年度
小規模維持補修工事　（道
路）

茅野市１工区
（国）１５２号他

工事等

《道路延長》
一般国道　Ｌ＝37.8km　主要地方道
L=6.8km
《小規模補修工事》
オーバーレイ工　A＝2,100ｍ2 　除草工
A＝42,000ｍ2　側溝清掃工　Ｌ＝1,500ｍ
欠損部補修工　V＝10t

令和４年４月１日～
　令和５年３月31日

《道路延長》
主要地方道　Ｌ＝20.8km 　一般県道　Ｌ＝
17.5㎞
《小規模補修工事》
オーバーレイ工　A＝1,700ｍ2　除草工　A
＝52,000ｍ2　側溝清掃工　Ｌ＝1,500ｍ
欠損部補修工　V＝15t

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

令和４年度
小規模維持補修工事　（道
路）

茅野市２工区
（一）茅野（停）八子ヶ峰公
園線他

工事等

《道路延長》
一般県道　Ｌ＝48.5km
《小規模補修工事》
オーバーレイ工　A＝2,300ｍ2　除草工　A
＝53,000ｍ2　側溝清掃工　Ｌ＝1,600ｍ
欠損部補修工　V＝8t

施工体制確認型
契約方式による

令和４年度
小規模維持補修工事　（道
路）

諏訪市２工区
（主）諏訪辰野線他

工事等

《道路延長》
主要地方道　Ｌ＝21.1km　一般県道　Ｌ＝
10.2㎞
《小規模補修工事》
オーバーレイ工　A＝1,500ｍ2　除草工　A
＝35,000ｍ2　側溝清掃工　Ｌ＝1,300ｍ
欠損部補修工　V＝10t

令和４年４月１日～
　令和５年３月31日

諏訪市２工区特定共同企業体
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契約相手方の
選定理由

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

随 意 契 約 に 係 る 情 報

茅野市３工区特定共同企業体

代表者 （株）高見土建

構成員 （株）常富興業

構成員 （株）田村建設

構成員 （株）平成

構成員 （有）国美工業

下諏訪町地域維持型建設共同企業体

代表者 庫昌土建（株）

構成員 （株）六協

構成員 （有）サンワ工務店

構成員 （株）井上興業

構成員 伸友建設

構成員 （株）サマディ

構成員 エム施工（株）

富士見地区共同企業体

代表者 （株）柳沢土木

構成員 （株）金剛建設

構成員 （有）久保井土木

構成員 今井建設（株）

構成員 （株）戸井口建設

構成員 富士舗装興業（株）

構成員 （有）吉田建材

原村建設特定共同企業体

代表者 （有）山手工業

構成員 （株）昌栄土建興業

構成員 （有）津金建設

構成員 南部建設（株）

構成員 （有）森山建設

構成員 （有）山久土建

令和４年４月１日～
　令和５年３月31日

令和４年４月１日～
　令和５年３月31日

令和４年４月１日～
　令和５年３月31日

令和４年度
小規模維持補修工事　（道
路）

茅野市３工区
（国）１５２号他

工事等

道路延長》
一般国道　Ｌ=12.6 km　主要地方道　Ｌ
=6.5 km　一般県道　Ｌ=19.6 km
《小規模補修工事》
オーバーレイ工　A＝2,600ｍ2　除草工　A
＝43,000ｍ2　側溝清掃工　Ｌ＝1,600ｍ
欠損部補修工　V＝8t

施工体制確認型
契約方式による

施工体制確認型
契約方式による

令和４年度　小規模維持補
修工事及び除雪並びに凍結
防止剤散布業務（道路、除
雪、河川、砂防）

諏訪郡下諏訪町工区
（国）１４２号他

工事等

《道路延長》
一般国道　Ｌ＝19.6km　一般県道　Ｌ＝
19.2㎞
《小規模補修工事》
オーバーレイ工　A＝2,800ｍ2　除草工　A
＝40,000ｍ2　側溝清掃工　Ｌ＝1,200ｍ
欠損部補修工　V＝10t　埋塞土除去工 V
＝300ｍ3
道路パトロール　L＝12.4km　（平日53回、
休日53回）
春山除雪工  Ｌ＝26.4 km　春山凍結防止
剤散布工　Ｌ＝26.4 km
除雪工  Ｌ＝15.2 km　凍結防止剤散布工
Ｌ＝15.2 km

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

令和４年度
小規模維持補修工事　（道
路、河川、砂防）

諏訪郡原村工区
（主）茅野北杜韮崎線他

工事等

《道路延長》
主要地方道　Ｌ＝5.4km　一般県道　Ｌ＝
16.7㎞
《小規模補修工事》
オーバーレイ工 A＝1,000ｍ2　除草工　A
＝15,000ｍ2　側溝清掃工 Ｌ＝750 ｍ　欠
損部補修工　V＝5t　埋塞土除去工 V＝
600ｍ3

施工体制確認型
契約方式による

令和４年度
小規模維持補修工事　（道
路）

諏訪郡富士見町工区
（主）茅野北杜韮崎線他

工事等

《道路延長》
主要地方道　Ｌ＝13.8km　一般県道　Ｌ＝
26.6㎞
《小規模補修工事》
オーバーレイ工　A＝1,700ｍ2　除草工　A
＝25,000ｍ2　側溝清掃工　Ｌ＝800ｍ欠損
部補修工　V＝8t
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