令和 ３ 年度 入札結果
年月日

担当課等

（単位：円）
事 業 名

令和３年度 飯山市移住定住促進住宅整備事業 （仮称）金山住宅建設
03.06.01 移住定住推進課
工事（建築主体工事）
令和３年度 市営住宅整備事業 金山団地Ｅ棟建設工事（建築主体工
03.06.01 移住定住推進課
事）
令和３年度 飯山市移住定住促進住宅整備事業 （仮称）金山住宅建設
03.06.01 移住定住推進課
工事（電気設備工事）
令和３年度 市営住宅整備事業 金山団地Ｅ棟建設工事（電気設備工
03.06.01 移住定住推進課
事）
令和３年度 飯山市移住定住促進住宅整備事業 （仮称）金山住宅建設
03.06.01 移住定住推進課
工事（機械設備工事）
令和３年度 市営住宅整備事業 金山団地Ｅ棟建設工事（機械設備工
03.06.01 移住定住推進課
事）
令和３年度 体育施設整備事業 飯山市民プール外周ゴムチップ舗装修
03.06.01 スポーツ推進室
繕
03.06.01

庶務課

03.06.01 道路河川課

令和３年度 庁舎自家用発電設備更新工事
令和３年度 市道舗装修繕事業 市道1-103号（秋津中央）舗装修繕工
事

03.06.01 道路河川課 令和３年度 市道舗装修繕事業 市道1-103号（松倉）舗装修繕工事
令和３年度 市道舗装修繕事業 市道7-114号他（戸狩他）舗装修繕工
事
令和３年度 市道舗装修繕事業 市道1-104号他（長峰他）舗装修繕工
03.06.01 道路河川課
事
令和３年度 市道舗装修繕事業 市道1-335号他（上倉他）舗装修繕工
03.06.01 道路河川課
事
03.06.01 道路河川課

03.06.01 子ども育成課 令和３年度 中学校施設整備事業 城北中学校格技室屋根改修工事

予定価格（税込み） 落札額（税込み）

落 札 者

参加者数

144,078,000

142,450,000 ㈱太洋

10

112,277,000

109,340,000 ㈱藤巻建設

10

20,603,000

20,570,000 千曲電気設備㈱

6

4,873,000

4,840,000 高津電気工事㈱

8

18,348,000

17,050,000 ㈱山根屋

9

14,817,000

14,080,000 ㈱上村商事

9

1,881,000

1,848,000 ㈲信越重機

4

33,088,000

32,780,000 協立電機㈱

7

7,260,000

6,930,000 ㈱フクザワコーポレーション

6

5,995,000

5,940,000 伊東建設㈱

6

4,092,000

3,630,000 ㈲滝沢詔夫建工

6

3,520,000

3,300,000 ㈱北信ボーリング

6

3,190,000

3,102,000 ㈲平野開発

4

13,310,000

13,200,000 伊東建設㈱

8

03.06.08 道路河川課 令和３年度 市道改良事業 市道4-325号（福島）舗装工事

3,872,000

3,520,000 ㈱北信ボーリング

6

03.06.08 スポーツ推進室 令和３年度 スポーツ振興事業 29人乗りマイクロバス（4WD）購入

9,900,000

9,284,000 太田自動車㈲

9

2,768,590

2,552,000 ㈲越後屋電器商会

11

03.06.08 子ども育成課

令和３年度 小中学校ＩＣＴ教育推進事業 小中学校学習者用タブレット
パソコン購入

年月日

担当課等

事 業 名

03.06.08 子ども育成課 令和３年度 義務教育振興事業 学校パソコンウイルス対策ソフト購入

落 札 者

予定価格（税込み） 落札額（税込み）

616,000

508,200

㈱アドバンスト・インフォーメイショ
ン・デザイン

参加者数

9

03.06.08 子ども育成課 令和３年度 児童福祉施設整備事業 保育園空調設備移設工事

2,134,000

2,112,000 ㈲髙澤

3

03.06.08 子ども育成課 令和３年度 児童福祉施設整備事業 とがり・木島保育園遊具設置工事

1,914,000

1,793,000 ㈱三英日体

3

令和３年度 新たな小学校づくり事業 城北中学校区新統合小学校建設
予定地測量業務委託
令和３年度 飯山市移住定住促進住宅整備事業 （仮称）金山住宅工事
03.06.08 移住定住推進課
監理業務委託
03.06.08 子ども育成課

03.06.08 移住定住推進課 令和３年度 市営住宅整備事業 金山団地Ｅ棟工事監理業務委託
03.06.08 まちづくり課

令和２年度(繰越) 浸水対策下水道事業 城山雨水排水ポンプ場放流
ゲート更新工事

03.06.08 道路河川課 令和３年度 市道改良事業 市道7-345号（大倉崎）設計業務委託

1,518,000
2,255,000
1,210,000
28,039,000

飯山ブロック㈱
仲條一級建築士事務所
飯山ブロック㈱
1,078,000
仲條一級建築士事務所
2,178,000

27,500,000 富士工機㈱

3
6
6
7

3,300,000 ㈱ワイド計測

3

770,000

704,000 坂東建設㈱

4

03.06.15 まちづくり課 令和３年度 都市下水路管理事業 市街地冠水対策ゲート設置工事

803,000

781,000 ㈲小山商会

7

03.06.15 まちづくり課 令和３年度 飯山城址整備事業 北門トイレ施設電気設備改修工事

2,882,000

2,750,000 小林電気㈱

5

令和３年度 飯山市移住定住促進住宅整備事業 サンコーポラス飯山
03.06.15 移住定住推進課
住戸改修工事

2,101,000

2,035,000 坂東建設㈱

5

03.06.15 移住定住推進課 令和３年度 住宅管理事業 福寿町団地給水ポンプ取替工事

1,892,000

1,375,000 ㈲髙澤

5

03.06.15 商工観光課 令和３年度 道の駅拡張整備事業 地盤調査業務委託

3,597,000

3,520,000 ㈱北信ボーリング

2

03.06.15 子ども育成課 令和３年度 小中学校ＩＣＴ教育推進事業 校務用パソコン購入

4,402,090

4,323,000 高津電気工事㈱

11

03.06.15 上下水道課

03.06.22

庶務課

令和３年度 農業集落排水事業(常盤第二地区) 大倉崎地区舗装修繕
工事

令和３年度 飯山市公共施設・公営住宅等長寿命化計画策定及び公共
施設等総合管理計画改訂業務委託

03.06.22 危機管理防災課 令和３年度 消防ポンプ自動車購入
03.06.29 上下水道課 令和３年度 水道施設草刈等業務委託

3,641,000

880,000 ㈱ワイド計測

20,053,000

19,910,000 東日本総合計画㈱ 長野支店

5

18,911,200

17,490,000 ナシモトカーサービス㈱

9

946,000

902,000 ㈱アルプス管工

5

