
場所 期間 種別 工事概要 入札契
約方法

入札・随契
の時期

町内一円 約３か月 電気
通信 公衆無線LAN環境整備 ５箇所 指名 ８月

町庁舎 約１週間 電気 高圧受電設備の更新工事 指名 11月

四ツ角駐車場 約３か月 土木
一式 四ツ角駐車場ポケットパークの整備工事 一般 ４月

八島湿原 約３か月 土木
一式 八島湿原周辺の木道 約350箇所 一般 ６月

諏訪湖博物館・
赤彦記念館 約１か月 防水 Ｂ棟上部外壁のシーリング撤去及び打替え 随契 ６月

諏訪湖博物館・
赤彦記念館 約１か月 土木

一式 芝生地掘削、温泉管取替え、埋戻し及び芝生現状回復 随契 ６月

宿場街道資料館 約１か月 建築 既存木塀の撤去及び新築 指名 ６月

砥沢山 約３か月 土木
一式 木橋架け替え N=１橋 指名 ７月

八島湿原 約４か月 土木
一式 八島湿原周辺の木道 約600箇所 一般 ８月

町道湖岸通り線 南高木ほか 約120日間 舗装 施工延長 L=600m、舗装工 A=1,850㎡ 一般 ５月

町道栄町道線 栄町 約30日間 舗装 施工延長 L=80m、舗装工 A=200㎡ 指名 ６月

町道御倉街道線 立町ほか 約120日間 土木
一式 施工延長 L=260m、舗装工 A=870㎡、側溝工L=220m 一般 ７月

町道西大路線 西赤砂 約100日間 土木
一式

施工延長 L=160m、舗装工(車道) A=920㎡
側溝工 L=140m、舗装工(歩道) A=120㎡ 指名 ８月

町道東赤砂通り線 東赤砂 約90日間 舗装 施工延長 L=410m、舗装工 A=2,960㎡ 一般 ９月

町道田中線 清水町ほか 約70日間 舗装 施工延長 L=210m、舗装工 A=1,940㎡ 一般 ９月

町道峯見堂平線及び
町道神宮路峯見堂線 東山田 約40日間 舗装 施工延長 L=140m、舗装工 A=550㎡ 指名 10月

町道花田３号線 東山田 約30日間 舗装 施工延長 L=70m、舗装工 A=250㎡ 指名 10月

社６号線等改良工事 社東町 40日間 土木
一式 施工延長 L=40m、側溝工 L=40m 指名 ４月

太陽発電式足元灯設置工事 南高木 70日間 土木
一式

施工延長 L=600m
ソーラーLEDブロック設置工 A=62基 指名 ６月

町道砥川西線 東山田 約100日間 土木
一式

施工延長 L=370m、防護柵設置工 L=190m
グリーンベルト L=190m 一般 ７月

太陽発電式街路灯設置工事 南四王ほか 150日間 土木
一式

施工延長 L=700m、基礎工 N=21基
両面受光型ソーラー街路灯 N=21基 一般 ８月

町道赤砂砥川東線 東赤砂 約70日間 土木
一式 施工延長 L=105m、防護柵設置工 L=105m 指名 11月

上古川橋改良工事 東鷹野町 約70日間 土木
一式 施工延長 L=３m、ボックスカルバート L=６m 指名 ９月

注連掛橋改良工事 東町上 約140日間 土木
一式 橋梁補修 N=１橋 一般 ５月

樋橋改良工事 樋橋 約120日間 土木
一式 橋梁補修 N=１橋 一般 ５月

諏訪湖周サイクリングロード
道路改良工事 赤砂崎ほか 約200日間 土木

一式 施工延長 L=900m、舗装工 A=2,000㎡ 一般 ６月

建設水道課

工事名称

産業振興課

総務課

公衆無線LAN環境整備工事

高圧機器更新工事

八島高原木道改修工事（中信高原線）

道路維持補修工事

橋りょう新設改良事業

道路新設改良工事

床暖房システム埋設配管改修及び
芝山復旧工事

博物館北側外壁シール補修工事

八島高原木道改修工事

四ツ角駐車場ポケットパーク整備工事

西側木塀改修工事

作業道長日向沢小日向線木橋改修工事

令和３年度　公共工事発注見通し

社会資本整備総合交付金事業

　令和３年度に下諏訪町が発注を予定している予定価格が概ね130万円以上の建設工事の発注見通しを公表し
ます。なお、掲載内容は予定であり、変更されることがあります。
　詳細については、総務課財政係（内線266）へお問い合わせください。

「入札契約方法」欄の表示　一般＝制限付き一般競争入札(事後審査型)、指名＝指名競争入札、随契＝随意契約
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約方法
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「入札契約方法」欄の表示　一般＝制限付き一般競争入札(事後審査型)、指名＝指名競争入札、随契＝随意契約

道路美装化工事　町道御田町線 御田町 約６か月 土木
一式 側溝工 L=80m、舗装工 A=320㎡ 一般 ６月

大社通り・四ツ角小公園整備工事 大社通 約６か月 土木
一式 面積 A=300㎡ 一般 ６月

武居配湯施設計装設備改修工事 武居北 約７か月 機械
器具 流量計 N=４基、温度計 N=１基 一般 ４月

高浜源湯場揚湯設備改修工事 高浜 約５か月 機械
器具 揚湯ポンプ N=２基、孔内洗浄 N=１箇所 一般 ５月

所沢マンホールポンプ場更新工事 萩倉 約４か月 機械
器具 逆止弁 N=１基、水位計 N=１基、通報装置 N=１基 指名 ５月

注連掛マンホールポンプ場更新工事 星が丘 約６か月 機械
器具

汚水ポンプφ80 N=１基、制御盤 N=１基
水位計 N=１基、通報装置 N=１基 一般 ６月

地震対策工事　県道岡谷下諏訪線 高浜ほか 約６か月 土木
一式 マンホール浮上防止・管口可とう化 N=13人孔 一般 ６月

舗装本復旧工事　国道20号ほか 友之町ほか 約５か月 舗装 切削オーバーレイ工 A=1,000㎡、舗装打ち換えA=800㎡ 一般 ８月

河川改修に伴う非常用発電機移設工事 西豊 約６か月 機械
器具 非常用発電機移設 １式 指名 10月

東俣浄水場次亜注入方式比例
制御改修工事 東俣浄水場 約４か月 電気

通信 塩素注入制御改修工事 １式 随契 ４月

舗装本復旧工事　国道142号 樋橋 約２か月 舗装 切削オーバーレイ工 L=90m A=274.8㎡ 指名 ５月

第２配水池電磁流量計及び
変換器更新工事 武居 第２配水池 約５か月 機械

器具
電磁流量計φ100検出器１基更新、変換機１台更新、
検出器接続用φ150配管布設替１式、流量計BOX更新
１式

随契 ７月

落合電動ストレーナー部品交換工事 落合 旧第８保育園 約３か月 機械
器具

電動ストレーナー電動機φ250交換、エレメント・吸水
管交換 １式 随契 ７月

舗装本復旧工事　国道20号 友之町ほか 約５か月 舗装 切削オーバーレイ工 L=30m A=188.8㎡ 随契 ８月

舗装本復旧工事　県道岡谷下諏訪線 南四王 約６か月 舗装 舗装工 L=110m A=212㎡ 指名 ８月

東俣浄水場ろ過池更生工事 東俣浄水場 約６か月 水道
施設 急速ろ過池更生工事（４池分） １式 随契 ９月

第３配水池水位計更新工事 武居 第３配水池 約４か月 機械
器具 投込み式水位伝送器更新 １式 随契 10月

上水道配水管布設替工事
国道20号 社東町 約５か月 水道

施設
配水用ポリエチレン管φ100 L=200m
既設管撤去工φ100 L=110m 一般 ４月

給水管布設替工事　
町道栄町道線 栄町 約２か月 水道

施設
給水管布設替工 ５箇所、分水止工 ４箇所
仕切弁設置工φ200 １箇所 指名 ５月

上水道配水管布設替工事　
国道142号 大社通 約３か月 水道

施設 配水用ポリエチレン管φ100 L=110m 指名 ５月

上水道配水管布設替工事　
町道清水町東線 清水町 約３か月 水道

施設 配水用ポリエチレン管φ75 L=113.6m 指名 ６月

上水道配水管布設替工事　
町道清水町東線 樋橋 約３か月 水道

施設 配水用ポリエチレン管φ100 L=145.4m 指名 ７月

高浜 約１週間 土木
一式

下層路盤・上層路盤・表層工 A=131.04㎡、白線ライン、
車止めブロック、雨水配管、U字溝工事ほか 指名 ５月

町立図書館 約１か月 電気 LED照明灯改修 指名 ５月

大社通 約３か月 水道
施設

地下式消火栓撤去 １基
地上式消火栓設置 １基 指名 ６月

東町中 約２週間 水道
施設

地下式消火栓撤去 １基
地上式消火栓設置 １基 指名 ８月

配水管布設替工事

上水道事業

街なみ環境整備事業

消火栓設置工事　東町中

温泉事業

下水道事業

消火栓設置工事　四ツ角小公園

教育こども課

照明設備改修工事

消防課

ゆたん歩゜東側駐車場拡張工事

■ 問い合わせ　下諏訪町 総務課 財政係　☎27ー1111（内線266）
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