(公表様式）

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

千曲グループﾟ維持工事建設共同
企業体
代表者 千曲建設工業(株)
構成員 (株)SEIRYOU
施工体制確 構成員 (株)高山
認型契約方 構成員 庭苑工務店(株)
構成員 (有)西澤建設
式による
構成員 平野建設(株)
構成員 (有)アークティック
構成員 (株)佐藤商会
構成員 (株)竹原重建

上田市諏訪形973-1
上田市神畑959-1
上田市上田原765-1
上田市小牧1300
上田市中之条1400-20
上田市諏訪形1178-1
上田市御所82-7
上田市小泉2570
上田市上田原1195-1

塩田地区小規模維持補修工事特
定共同企業体
施工体制確
代表者 (株)藤博建設
認型契約方
構成員 ｴｲｴｽ・ﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ(株)
式による
構成員 (株)原工業
構成員 (株)エフテック

上田市富士山2308-2
上田市新町273
上田市下之郷471-3
上田市下之郷乙744-1

上田・青木（３）特定共同企業体
代表者 (株)浜村建工
施工体制確
構成員 (有)岩下組
認型契約方
構成員 (有)福澤土木
式による
構成員 (株)平林工務店
構成員 (有)間島商会

上田市中之条358-１
小県郡青木村村松1721
上田市福田432-2
上田市越戸521-1
上田市小泉854

上田・川東（１）共同企業体
代表者 (株)宮下組
構成員 春原建設(株)
施工体制確
構成員 (株)二幸建設
認型契約方
構成員 (有)緑川技建
式による
構成員 (有)宮島工務店
構成員 柳屋建設(株)
構成員 吉岡建設(株)

上田市踏入2-1-17
上田市住吉1-7
上田市緑ヶ丘2-9-4
上田市大屋515-3
上田市古里1492
上田市中央2-13-17
上田市上塩尻320

契約業務の名称

業務箇所名

種別

概

要

履行期間

上田市(川西)・青木
平成30年度
村地区（１）
小規模維持補修工事
(国)１４３号 他

オーバーレイ工 500㎡(車道・路肩部）
オーバーレイ工 100㎡（歩道部）
工事等
側溝清掃工 1,500m
路肩除草工 1,500㎡

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

上田市(川西)・青木
平成30年度
村地区（２）
小規模維持補修工事
(主)上田丸子線 他

オーバーレイ工 500㎡(車道・路肩部）
オーバーレイ工 100㎡（歩道部）
工事等
側溝清掃工 100m
路肩除草工 500㎡

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

上田市(川西)・青木
平成30年度
村地区（３）
小規模維持補修工事
(国)１４３号 他

オーバーレイ工 1,000㎡(車道・路肩部）
オーバーレイ工 500㎡（歩道部）
平成30年4月1日～
工事等
側溝清掃工 500m
平成31年3月31日
路肩除草工 36,000㎡

上田市(川東)・上田
平成30年度
市(真田)地区（１）
小規模維持補修工事
(国)１４１号 他

オーバーレイ工 4,000㎡(車道・路肩部）
オーバーレイ工 100㎡（歩道部）
側溝清掃工 500m
平成30年4月1日～
工事等 路肩除草工 25,000㎡
平成31年3月31日
車道除雪工 26.2km
凍結防止剤散布工 18.8km

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

上田市川東・真田（２）地区特定
共同企業体
代表者 大廣建設(株)
施工体制確
構成員 (株)堀内建設
認型契約方
構成員 (株)山登
式による
構成員 山眞建設(有)
構成員 (株)倉島建工
構成員 (株)飯島建設

上田市蒼久保362-2
上田市(川東)・上田
上田市真田町傍陽2918-1 平成30年度
市(真田)地区（２）
上田市上田2580-10
小規模維持補修工事
(国)１４４号 他
上田市芳田2114-7
上田市古里725-6
上田市真田町本原1910-2

上田市（真田）地区（３）特定共同
企業体
代表者 木島建設(株)
構成員 三共テック(株)
施工体制確
構成員 (株)ＣＴＳラインテック
認型契約方
構成員 (株)甲田建材
式による
構成員 (有)太陽土木
構成員 (有)丸藤商会
構成員 (有)建設マスター
構成員 (有)池田建設

上田市真田町長6116-1
上田市住吉370-1
上田市(川東)・上田
上田市古里1533-8
平成30年度
市(真田)地区（３）
上田市真田町本原878-2 小規模維持補修工事
(国)１４４号 他
上田市芳田1004-7
上田市真田町本原1675-1
上田市国分1014-11
上田市大屋250

丸子地区小規模維持補修工事共
同企業体
代表者 青木建設工業(株)
構成員 (株)栗木組
構成員 一研
構成員 (株)開道
構成員 (有)和輝総業
構成員 勝山工務店
施工体制確
構成員 (有)龍実
認型契約方
構成員 (有)小林商会
式による
構成員 松竹園(有)
構成員 (株)高樹
構成員 依田窪建設協同組合
構成員 長門運輸(有)
構成員 (有)西川組
構成員 (有)ミツナガ建設
構成員 (有)山村興業
構成員 深井組(有)

上田市上丸子1706
上田市長瀬3918
上田市東内796
上田市塩川931-3
上田市中丸子1623-15
上田市生田4568-2
上田市東内1100
上田市腰越1696-4
上田市中丸子526
上田市生田4169-1
上田市御嶽堂2465-2
上田市塩川2500-53
上田市中丸子1623-25
上田市西内563-3
上田市長瀬2876-1
上田市東内4411-4

平成30年度
上田市（丸子）地区
小規模維持補修工事 (国)１５２号 他

種別

概

要

履行期間

オーバーレイ工 2,000㎡(車道・路肩部）
オーバーレイ工 100㎡（歩道部）
側溝清掃工 500m
平成30年4月1日～
工事等 路肩除草工 25,000㎡
平成31年3月31日
車道除雪工 32.3km
凍結防止剤散布工 10.4km

オーバーレイ工 3,000㎡(車道・路肩部）
オーバーレイ工 100㎡（歩道部）
側溝清掃工 500m
平成30年4月1日～
工事等 路肩除草工 25,000㎡
平成31年3月31日
車道除雪工 11.6km
凍結防止剤散布工 28.0km

オーバーレイ工 500㎡(車道・路肩部）
オーバーレイ工 500㎡（歩道部）
工事等
側溝清掃工 2,300m
路肩除草工 14,000㎡

平成30年4月1日～
平成31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

武石特定共同企業体
代表者 北澤土建(株)
施工体制確 構成員 (株)松井建設
認型契約方 構成員 (有)ジョウシタ
式による
構成員 (有)児玉商会
構成員 (有)内田屋
構成員 児玉興業（株）

上田市武石沖471-1
上田市武石小沢根215-1
上田市武石沖414-1
上田市下武石1857-1
上田市武石鳥屋206-3
上田市上武石1006-2

東御市川東共同企業体
代表者 東部開発(株)
構成員 市川組
構成員 (有)小川建設
構成員 (株)共栄建設
構成員 (株)竹花組東御支店
施工体制確 構成員 竹花工業（株）田中支店
認型契約方 構成員 (株)東建工業
式による
構成員 (有)東御
構成員 飛知和興業(株)
構成員 (有)丸信産業
構成員 (有)柳橋建設
構成員 (有)和興開発

東御市祢津1304
東御市加沢711-1
東御市和8654-1
東御市県529-1
東御市鞍掛18
東御市県518
東御市加沢460-1
東御市常田755-1
東御市滋野甲4162
東御市滋野乙85-1
東御市祢津456-6
東御市海善寺644-1

東御川西特定共同企業体
代表者 竹内工業(株)
構成員 (株)ＡＢＣ建設
施工体制確
構成員 (有)ジーエスエス
認型契約方
構成員 (株)岡田組
式による
構成員 (株)八光建設
構成員 (株)鳴沢工務店
構成員 (株)保科組

東御市御牧原2433-1
東御市島川原89-3
東御市八重原3081-25
東御市島川原175
東御市八重原2764-4
東御市八重原2756-1
東御市大日向269

契約業務の名称

業務箇所名

平成30年度
上田市（武石）地区
小規模維持補修工事 （国）１５２号 他

種別

概

要

オーバーレイ工 50㎡(車道・路肩部）
オーバーレイ工 50㎡（歩道部）
工事等
側溝清掃工 210m
路肩除草工 26,000㎡

オーバーレイ工 500㎡(車道・路肩部）
オーバーレイ工 100㎡（歩道部）
側溝清掃工 2,000m
平成30年度
東御市（川東）地区
工事等 路肩除草工 46,000㎡
小規模維持補修工事 （主）真田東部線 他
車道除雪工 46.8km
凍結防止剤散布工 46.8km

東御市（川西）地区
平成30年度
（主）諏訪白樺湖小
小規模維持補修工事
諸線 他

履行期間

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

オーバーレイ工 2,000㎡(車道・路肩部）
平成30年4月1日～
オーバーレイ工
900㎡（歩道部）
工事等
側溝清掃工 2,000m
平成31年3月31日
路肩除草工 20,000㎡

随 意 契 約 に 係 る 情 報
契約相手方
の選定理由

契約業者名

施工体制確
認型契約方
式による

長和町長門地区特定共同企業体
代表者 (株)安田組
構成員 (株)金井組
構成員 (有)信越工業
構成員 (有)長門興業

施工体制確
認型契約方
式による

長和町和田地区建設共同企業体
代表者 (株)小山産業
小県郡長和町和田1485-1 平成30年度
長和町（和田）地区
構成員 (株)羽田組
小県郡長和町和田1540-1 小規模維持補修工事 (国)１４２号 他
構成員 (有)クドー工業
小県郡長和町和田2378-1

住

所

契約業務の名称

業務箇所名

小県郡長和町長久保424-1
平成30年度
長和町（長門）地区
小県郡長和町大門119
小規模維持補修工事 (国)１４２号 他
小県郡長和町古町411-3
小県郡長和町長久保473-1

種別

概

要

履行期間

オーバーレイ工 50㎡(車道・路肩部）
オーバーレイ工 50㎡（歩道部）
工事等
側溝清掃工 210m
路肩除草工 26,000㎡

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

オーバーレイ工 100㎡(車道・路肩部）
オーバーレイ工 100㎡（歩道部）
工事等
側溝清掃工 210m
路肩除草工 41,000㎡

平成30年4月1日～
平成31年3月31日

