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予定価格
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契約業者名

令和２年度　防災・安全交付金事業　湖岸中
門橋上部工工事等に伴う積算・施工監理業務
委託

建設部 建設課 随意契約
諏訪市　湖岸通り五丁目
地内

R2.4.1 R3.1.29 R2.4.1 6,230,000 6,230,000
（公財）長野県建設技術
センター

令和2年度　三つ釜源湯空調設備緊急取替工
事

水道局 施設課 随意契約
諏訪市　湖岸通り1丁目　地
内

R2.4.3 R2.5.22 R2.4.3 930,000 950,000 （株）小松製作所

令和２年度　諏訪市スポーツ広場・憩いの杜
広場整備工事

教育委員会事務局 ス
ポーツ課

指名競争入札 諏訪市豊田７８０－１ R2.4.10 R2.4.24 R2.4.9 650,000 670,000 藤森土木建設（株）

令和２年度　しんきん諏訪湖スタジアム春季
定例整備工事

教育委員会事務局 ス
ポーツ課

指名競争入札 諏訪市豊田８１１－１ R2.4.10 R2.4.24 R2.4.9 3,400,000 4,020,000 常盤工業（株）

令和２年度　諏訪湖ヨットハーバーグラウン
ド整備工事

教育委員会事務局 ス
ポーツ課

指名競争入札
諏訪市高島三丁目１２０１
－３４

R2.4.10 R2.4.24 R2.4.9 760,000 760,000 渋崎建設（株）

令和2年度　西山運動場整備工事
教育委員会事務局 ス
ポーツ課

指名競争入札 諏訪市湖南３８７３ R2.4.10 R2.4.24 R2.4.9 550,000 590,000 藤森土木建設（株）

令和２年度　市道５５０５４号線道路改良工
事

建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　中洲福島新町　地
内

R2.4.10 R2.7.21 R2.4.9 4,200,000 4,250,000 （有）小松総業

令和2年度　市道23161号線配水管布設工事 水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　高島1丁目　地内 R2.4.10 R2.6.30 R2.4.9 3,620,000 3,640,000 （有）ヤジマ設備工業

令和2年度　公共施設等適正管理推進事業
市道１－６号線舗装修繕工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　清水　地内 R2.4.16 R2.6.30 R2.4.14 7,000,000 7,080,000 （株）大同建設

令和2年度　公共施設等適正管理推進事業
市道41215号線舗装修繕工事

建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　四賀　武津・赤羽
根　地内

R2.4.17 R2.7.3 R2.4.14 5,950,000 6,040,000 渋崎建設（株）

令和２年度　諏訪市公共下水道　社会資本整
備総合交付金事業　実施設計業務委託

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市内 R2.4.17 R2.7.31 R2.4.16 6,600,000 6,800,000
（株）島田建設コンサル
タント

令和　２　年度　諏訪市内漏水調査業務委託 水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市内 R2.4.17 R2.11.27 R2.4.16 6,100,000 6,280,000 フジ地中情報（株）

令和2年度　県道諏訪辰野線路面復旧舗装工
事

水道局 施設課 一般競争入札
諏訪市　高島一丁目・大手
二丁目　地内

R2.4.21 R2.7.10 R2.4.16 14,250,000 14,540,000 藤森土木建設（株）

令和２年度　国道２０号路面復旧舗装工事 水道局 施設課 一般競争入札
諏訪市　四賀　普門寺　地
内

R2.4.21 R2.8.31 R2.4.16 35,000,000 35,840,000 （株）シガテクノス

令和２年度　公共施設等適正管理推進事業
市道１－８号線舗装修繕工事

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　高島一丁目　地内 R2.4.21 R2.7.31 R2.4.16 14,600,000 14,750,000 スワテック建設（株）

令和２年度　市道１－２８号線配水管布設替
工事

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　豊田　小川　地内 R2.4.23 R2.8.31 R2.4.16 22,300,000 22,840,000 水道建設（株）

令和２年度　市営住宅蓼の海第２団地下水道
ポンプ入替工事

建設部 都市計画課 随意契約
諏訪市大字上諏訪13282番地
1

R2.4.24 R2.6.30 R2.4.23 2,060,000 2,110,000 （有）原設備工業

令和２年度　諏訪市公共工事入札結果情報　（予定価格50万円以上の建設工事及び建設工事に係る業務委託（設計業務･測量業務･調査業務等））
※本表では令和2年4月から令和3年3月までの間に入札を執行し、及び同月までに契約を締結したものについて表示しています。
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令和２年度　霧ヶ峰マレットゴルフ場整備工
事

教育委員会事務局 ス
ポーツ課

指名競争入札 諏訪市霧ヶ峰13338-1 R2.4.24 R2.6.26 R2.4.23 1,790,000 1,840,000 スワテック建設（株）

令和２年度　霧ヶ峰クロスカントリーコース
整備工事

教育委員会事務局 ス
ポーツ課

指名競争入札 諏訪市霧ヶ峰13338 R2.4.24 R2.6.26 R2.4.23 1,600,000 1,700,000 スワテック建設（株）

令和２年度　霧ヶ峰陸上競技場整備工事
教育委員会事務局 ス
ポーツ課

指名競争入札 諏訪市霧ヶ峰13338 R2.4.24 R2.6.26 R2.4.23 1,930,000 2,040,000 藤森土木建設（株）

令和2年度　諏訪市公共下水道　社会資本整
備総合交付金事業　総合地震対策工事（その
１）

水道局 施設課 一般競争入札
諏訪市　湖岸通り五丁目
地内

R2.5.1 R2.10.16 R2.4.28 26,300,000 26,580,000 藤森土木建設（株）

令和２年度　都市構造再編集中支援事業　柳
並線道路整備工事　１工区

建設部 都市計画課 一般競争入札
諏訪市　湖岸通り四丁目
地内

R2.5.18 R3.3.26 R2.5.12 107,000,000 108,250,000 スワテック建設（株）

令和２年度　尾玉地区内　市道融雪施設　修
繕工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　尾玉　地内 R2.5.15 R2.7.30 R2.5.14 3,500,000 3,560,000 諏訪管工業（株）

令和２年度　女沢３の橋　木橋修繕工事 建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　中洲　神宮寺　地
内

R2.5.15 R2.6.30 R2.5.14 800,000 810,000 （株）藤森工務店

令和２年度　市道１－２０号線道路改良工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　四賀神戸　地内 R2.9.30 R2.5.19 不落

令和２年度　諏訪市公共下水道　管路施設定
期点検業務委託

水道局 施設課
随意契約(不調
随契)

諏訪市内 R2.5.20 R3.3.12 R2.5.19 880,000 900,000 和田産業（株）

令和2年度清水町体育館非構造部材耐震化工
事監理業務委託

教育委員会事務局 ス
ポーツ課

随意契約 諏訪市清水町体育館 R2.5.20 R2.10.30 R2.5.19 3,700,000 3,710,000
（株）エム建築設計事務
所

令和2年度　市道1-8号線路面復旧舗装工事 水道局 施設課 随意契約 諏訪市　高島一丁目　地内 R2.5.20 R2.8.31 R2.5.19 2,830,000 2,850,000 スワテック建設（株）

令和２年度　県道諏訪白樺湖小諸線路面復旧
舗装工事

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　霧ヶ峰　地内 R2.5.22 R2.7.31 R2.5.21 3,100,000 3,120,000 渋崎建設（株）

令和２年度　市道４６０１９号線舗装修繕工
事

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　四賀飯島　地内 R2.5.25 R2.8.31 R2.5.21 11,950,000 12,030,000 スワテック建設（株）

令和２年度　（仮称）諏訪湖スマートＩＣ計
画に伴う地質調査業務委託

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田有賀　地内 R2.5.25 R3.3.31 R2.5.21 7,950,000 10,840,000 ㈱日さく

令和２年度　諏訪市公共下水道　総合地震対
策詳細設計業務委託

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市内 R2.5.22 R2.11.30 R2.5.21 25,000,000 25,610,000 新日本設計（株）

令和２年度　湯の脇源湯揚湯設備改良工事 水道局 施設課 一般競争入札
諏訪市　湯の脇１丁目　地
内

R2.5.26 R2.10.30 R2.5.21 28,700,000 28,860,000 （株）小松製作所

令和2年度清水町体育館非構造部材耐震化工
事（建築工事）

教育委員会事務局 ス
ポーツ課

一般競争入札 諏訪市清水町体育館 R2.5.27 R2.10.30 R2.5.26 107,000,000 110,870,000 スワテック建設（株）

令和2年度清水町体育館非構造部材耐震化工
事（電気設備工事）

教育委員会事務局 ス
ポーツ課

一般競争入札 諏訪市清水町体育館 R2.6.1 R2.10.30 R2.5.26 22,350,000 25,970,000 （株）日本電気設備
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令和２年度　諏訪市第３分団４部旧屯所及び
火の見解体工事

消防庶務課 消防庶務
課

指名競争入札
諏訪市　上諏訪１３，２７
５－１　地内

R2.5.27 R2.7.31 R2.5.26 1,980,000 1,980,000 （株）大同建設

令和２年度　国道２０号配水管布設替工事実
施設計業務委託

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　諏訪２丁目　地内 R2.6.4 R2.12.25 R2.5.28 7,455,000 10,590,000
（株）島田建設コンサル
タント

令和２年度　市道１－１２号線道路改良工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　茶臼山　地内 R2.5.29 R2.9.30 R2.5.28 2,800,000 2,880,000 （有）丸小建設

令和2年度　市単林道維持管理事業　林道上
後線工事

経済部 農林課 指名競争入札 諏訪市　豊田覗石　地内 R2.5.29 R2.7.6 R2.5.28 780,000 790,000 （株）小泉建築

令和２年度　水戸代団地建替事業建設工事
建築工事

建設部 都市計画課 一般競争入札
諏訪市大字湖南字水戸代
1443番地3ほか

R2.6.11 R3.1.22 R2.6.4 100,200,000 101,580,000 （株）小泉建築

令和２年度　水戸代団地建替事業建設工事
電気設備工事

建設部 都市計画課 一般競争入札
諏訪市大字湖南字水戸代
1443番地3ほか

R2.6.9 R3.1.22 R2.6.4 11,200,000 11,530,000
（株）電管エンジニアリ
ング

令和２年度　水戸代団地建替事業建設工事
機械設備工事

建設部 都市計画課 一般競争入札
諏訪市大字湖南字水戸代
1443番地3ほか

R2.6.12 R3.1.22 R2.6.4 13,700,000 13,930,000 （有）マルワ住設

令和２年度 路面性状調査業務委託 建設部 建設課 一般競争入札 市内一円 R2.6.9 R2.12.11 R2.6.4 2,620,000 2,970,000 （株）パスコ

令和２年度　大規模盛土造成地滑動崩落対策
調査・計画策定業務委託

建設部 都市計画課 一般競争入札 諏訪市内 R2.6.5 R3.1.20 R2.6.4 1,897,000 2,710,000 （株）環境計画

令和２年度　市道１－２０号線道路改良工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　四賀神戸　地内 R2.6.10 R2.9.30 R2.6.9 3,480,000 3,540,000 （株）シガテクノス

令和2年度　県道諏訪白樺湖小諸線路面復旧
舗装工事　その２

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　元町　地内 R2.6.11 R2.9.30 R2.6.9 4,700,000 4,900,000 （株）大同建設

令和２年度中洲小学校児童クラブ棟建設に伴
う基本設計業務委託

教育委員会事務局 教
育総務課

指名競争入札 諏訪市中洲2362-1　他 R2.6.10 R2.9.30 R2.6.9 2,500,000 2,680,000
（株）エム建築設計事務
所

令和２年度　水戸代団地建替事業建設工事
監理業務委託

建設部 都市計画課
随意契約(不調
随契)

諏訪市大字湖南字水戸代
1443番地3ほか

R2.6.10 R3.2.26 R2.6.9 2,000,000 2,040,000 （株）サイト

令和２年度　諏訪市公共下水道　運動公園ポ
ンプ場非常通報装置汚水ポンプ交換工事

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　運動公園ポンプ場 R2.6.10 R2.9.10 R2.6.9 1,900,000 1,930,000 （株）メエップ

令和２年度　すわっこランド中央監視装置改
修工事

健康福祉部 健康推進
課

一般競争入札 諏訪市　すわっこランド内 R2.6.17 R2.12.18 R2.6.11 9,600,000 9,850,000 （株）アクアテック杉村

令和２年度　柳並線道路整備工事に伴う配湯
管・配水管移設工事（合冊）

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市湖岸通り３丁目地内 R2.6.17 R2.9.18 R2.6.11 11,000,000 11,360,000 （有）マルワ住設

令和2年度　新井浄水場改修関連　新井水源
機械設備改良工事

水道局 施設課 一般競争入札 茅野市　宮川1367-4　他 R2.6.17 R3.3.19 R2.6.11 51,000,000 52,780,000 信州電機産業（株）

令和２年度　県道諏訪白樺湖小諸線路面復旧
舗装工事　その３

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　角間新田　地内 R2.6.17 R2.9.30 R2.6.16 3,400,000 3,540,000 （有）住建総業
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令和2年度　諏訪市公共下水道　神戸地区第
１工事

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　四賀神戸　地内 R2.6.17 R2.9.11 R2.6.16 1,500,000 1,510,000 （株）シガテクノス

令和２年度　高島四丁目交差点改良工事に伴
う配水管移設工事

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　高島四丁目　地内 R2.6.26 R2.11.30 R2.6.18 23,200,000 23,750,000 杉村設備（株）

令和2年度　諏訪市総合福祉センター　機械
室ボイラー部材交換工事

健康福祉部 社会福祉
課

指名競争入札 諏訪市総合福祉センター R2.6.19 R2.10.16 R2.6.18 4,090,000 4,850,000 松本電気工事（有）

令和2年度　公共施設等適正管理推進事業
市道１－２、１－６号線舗装修繕工事

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　清水　地内 R2.6.22 R2.11.30 R2.6.18 13,750,000 14,030,000 常盤工業（株）

令和2年度　緊急自然災害防止事業　立畷川
改修工事

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　四賀桑原　地内 R2.6.22 R3.3.12 R2.6.18 25,400,000 25,650,000 （株）シガテクノス

公設市場パッケージ室扉改修工事
経済部 公設地方卸売
市場

指名競争入札
諏訪市公設地方卸売市場
地内

R2.6.19 R2.8.31 R2.6.18 4,150,000 4,220,000 （株）小泉建築

令和2年度　諏訪市総合福祉センター外壁・
屋根塗装改修工事

健康福祉部 社会福祉
課

一般競争入札 諏訪市総合福祉センター R2.6.23 R2.10.16 R2.6.18 31,400,000 31,480,000 渋崎建設（株）

令和２年度　諏訪市文化センター改修検討資
料作成業務委託

教育委員会事務局 生
涯学習課（文化セン
ター）

随意契約
諏訪市湖岸通り五丁目１２
番１８号

R2.6.22 R2.11.30 R2.6.18 6,000,000 6,000,000 （株）アロー設計

令和2年度　諏訪医療圏地域外来・検査セン
ター設置工事

健康福祉部 健康推進
課

随意契約
諏訪市湖岸通り五丁目　地
内

R2.6.22 R2.8.7 R2.6.19 5,585,000 5,585,000 渋崎建設（株）

令和２年度　霧ヶ峰ポンプ改修工事 水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　霧ヶ峰　地内 R2.6.25 R2.10.30 R2.6.23 17,700,000 17,940,000 （株）小松製作所

令和2年度　市道1-6号線配水管布設替工事 水道局 施設課 一般競争入札
諏訪市　大手3丁目・西大手
地内

R2.6.24 R2.10.30 R2.6.23 18,900,000 19,330,000 （有）林組工業所

諏訪市中洲公民館長寿命化改修工事
教育委員会事務局 生
涯学習課（公民館）

一般競争入札 諏訪市中洲公民館 R2.10.9 R2.6.23 不落

令和２年度　諏訪市公共下水道　汚水桝設置
工事Ｎｏ．１２

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　中洲神宮寺　地内 R2.6.30 R2.10.30 R2.6.23 550,000 560,000 （株）太陽住設

令和２年度　新有賀配水池滅菌器緊急改修工
事

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　豊田有賀地内 R2.6.30 R2.8.7 R2.6.29 1,500,000 1,550,000 甲信商事（株）

令和2年度　新井浄水場改修関連　新井浄水
場機械設備改良工事

水道局 施設課 一般競争入札 茅野市　ちの古川196　地内 R2.7.1 R3.3.19 R2.6.25 53,500,000 54,330,000 信州電機産業（株）

令和２年度　精進湯跡地整備工事 水道局 営業課 指名競争入札 諏訪市諏訪一丁目地内 R2.7.3 R2.12.11 R2.6.30 8,200,000 8,330,000 渋崎建設（株）

令和2年度　諏訪市公共下水道　市道１－８
号線舗装修繕に伴うマンホール鉄蓋取替工事

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　高島一丁目地内 R2.7.1 R2.8.31 R2.6.30 4,400,000 4,490,000 スワテック建設（株）

令和2年度　農業水利施設点検診断・個別施
設計画策定業務委託

経済部 農林課 随意契約 諏訪市内 R2.7.1 R3.3.22 R2.6.30 1,350,000 1,360,000
長野県土地改良事業団体
連合会
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令和2年度　高島小学校多目的ホール非構造
部材耐震化工事監理業務委託

教育委員会事務局 教
育総務課

随意契約 諏訪市立高島小学校 R2.7.3 R2.10.23 R2.7.2 1,040,000 1,180,000 諏訪総合設計（株）

令和2年度　高島小学校多目的ホール非構造
部材耐震化工事

教育委員会事務局 教
育総務課

一般競争入札 諏訪市立高島小学校 R2.7.8 R2.10.16 R2.7.7 17,500,000 18,920,000 スワテック建設（株）

令和２年度　県道諏訪白樺湖小諸線送水管布
設替工事

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　上諏訪　地内 R2.7.10 R2.10.30 R2.7.7 29,350,000 30,300,000 藤森土木建設（株）

令和2年度　市道1-6号線路面復旧舗装工事 水道局 施設課 随意契約
諏訪市　小和田・末広　地
内

R2.7.8 R2.11.30 R2.7.7 2,500,000 2,510,000 常盤工業（株）

令和2年度　市内小学校給食室冷暖房設備設
置工事

教育委員会事務局 教
育総務課

一般競争入札
諏訪市立城南小学校、四賀
小学校、湖南小学校

R2.7.10 R2.10.16 R2.7.9 9,000,000 9,100,000 スワテック建設（株）

令和2年度　市内中学校給食室冷暖房設備設
置工事

教育委員会事務局 教
育総務課

一般競争入札
諏訪市立上諏訪中学校、諏
訪中学校、諏訪西中学校、
諏訪南中学校

R2.7.14 R2.11.13 R2.7.9 12,000,000 12,070,000 渋崎建設（株）

令和2年度　市内中学校昇降口壁面改修工事
教育委員会事務局 教
育総務課

指名競争入札
諏訪市　諏訪中学校、上諏
訪中学校

R2.10.2 R2.7.9 不落

令和２年度　市道１－８号線配水管布設替工
事

水道局 施設課 一般競争入札
諏訪市　湖岸通り五丁目
地内

R2.7.17 R2.11.30 R2.7.14 18,350,000 19,560,000 スワテック建設（株）

令和2年度諏訪市中洲公民館長寿命化改修工
事（機械設備工事）

教育委員会事務局 生
涯学習課（公民館）

一般競争入札 諏訪市中洲公民館 R2.7.20 R2.11.2 R2.7.14 10,000,000 10,090,000 （株）アクアテック杉村

令和2年度諏訪市中洲公民館長寿命化改修工
事（建築工事）

教育委員会事務局 生
涯学習課（公民館）

一般競争入札 諏訪市中洲公民館 R2.7.17 R2.11.2 R2.7.14 13,000,000 14,360,000 （株）藤森工務店

令和2年度諏訪市中洲公民館長寿命化改修工
事（電気設備工事）

教育委員会事務局 生
涯学習課（公民館）

指名競争入札 諏訪市中洲公民館 R2.7.15 R2.10.2 R2.7.14 1,730,000 1,940,000
（株）電管エンジニアリ
ング

令和2年度　鴨池川5の橋　木橋修繕工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　湖南　田辺　地内 R2.7.15 R2.8.31 R2.7.14 1,100,000 1,100,000 ㈲黒岩重機

令和２年度　諏訪市公共下水道　総合地震対
策計画に伴うマンホールトイレシステム実施
設計業務委託

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市内 R2.7.15 R3.2.26 R2.7.14 6,500,000 6,840,000 新日本設計（株）

令和２年度　柳並線道路整備工事に伴う附帯
工事

建設部 都市計画課 随意契約
諏訪市　湖岸通り四丁目
地内

R2.7.15 R3.3.26 R2.7.14 10,900,000 10,940,000 スワテック建設（株）

令和2年度　農村地域防災減災事業　蓼の海
耐震性点検調査・診断、改修提案等業務委託

経済部 農林課 随意契約
諏訪市　上諏訪字大見山
地内

R2.7.15 R3.3.22 R2.7.14 5,640,000 5,640,000
長野県土地改良事業団体
連合会

令和２年度　緊急自然災害防止事業　鴨池川
改修工事

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　湖南田辺　地内 R2.7.29 R2.12.18 R2.7.21 27,700,000 28,730,000 渋崎建設（株）

令和２年度 緊急自然災害防止事業 武井田川
水系中せぎ水路改修工事

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　中洲神宮寺　地内 R2.7.28 R2.12.18 R2.7.21 9,800,000 10,050,000 （株）シガテクノス

令和２年度　宮川二之橋補修工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田文出　地内 R2.7.22 R2.9.30 R2.7.21 3,300,000 3,300,000 有賀建設（株）
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令和2年度　市単林道整備事業　林道扇平南
峠線工事

経済部 農林課 指名競争入札 諏訪市　中洲神宮寺　地内 R2.7.22 R2.9.28 R2.7.21 1,480,000 1,490,000 （株）藤森工務店

令和2年度　市単林道整備事業　林道日向入
山線工事

経済部 農林課 指名競争入札
諏訪市　湖南日向入山　地
内

R2.7.22 R2.10.26 R2.7.21 1,530,000 1,600,000 ㈲黒岩重機

令和２年度　諏訪市公共下水道　中金子ポン
プ場ポンプ交換工事

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　中金子ポンプ場 R2.7.22 R2.10.15 R2.7.21 1,980,000 2,240,000 （株）メエップ

令和2年度　後山・上野配水池高度浄水処理
施設整備工事

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　後山・上野　地内 R2.8.3 R3.1.29 R2.7.28 57,500,000 59,450,000 甲信商事（株）

令和２年度　社会資本整備総合交付金事業
市道２３１９０号線道路改良工事

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　上川三丁目　地内 R2.7.31 R2.12.18 R2.7.28 13,100,000 13,820,000 常盤工業（株）

令和２年度　市道２１０２４号線配水管布設
替工事

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市　湖岸通り３丁目
地内

R2.7.29 R2.10.29 R2.7.28 7,500,000 8,270,000 （有）大和設備

令和２年度　すわっこランド２５ｍプール及
び浴槽ろ過装置ろ材交換工事

健康福祉部 健康推進
課

指名競争入札
諏訪市　すわっこランド
地内

R2.12.25 R2.7.28 不落

令和２年度　四賀水防倉庫解体・新築工事
消防庶務課 消防庶務
課

指名競争入札
諏訪市　四賀３９１－７、
１５８８－４地先

R2.7.29 R2.10.9 R2.7.28 3,800,000 3,830,000 （株）春間工務店

令和2年度　七ツ釜配湯場設備改良工事 水道局 施設課 一般競争入札
諏訪市　湖岸通り2丁目　地
内

R2.7.31 R2.12.28 R2.7.30 30,500,000 30,710,000 （株）小松製作所

令和2年度　上諏訪地区教員住宅解体工事
教育委員会事務局 教
育総務課

一般競争入札 諏訪市上諏訪地内 R2.8.6 R2.12.25 R2.8.4 9,900,000 10,470,000 （株）春間工務店

令和２年度　社会資本整備総合交付金事業
（国土強靭化）　市道１－３号線道路改良工
事

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　中洲下金子　地内 R2.8.7 R3.3.19 R2.8.4 45,250,000 46,300,000 スワテック建設（株）

令和２年度　諏訪市公共下水道　小川地区第
１工事

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　豊田小川　地内 R2.8.7 R3.2.5 R2.8.4 19,500,000 20,370,000 （株）シガテクノス

令和２年度　県道諏訪茅野線路面復旧舗装工
事(合冊)

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　四賀　桑原　地内 R2.8.5 R2.10.16 R2.8.4 3,800,000 3,860,000 有賀建設（株）

令和2年度　市単土地改良整備事業　科の木
導水路改修工事

経済部 農林課 指名競争入札
諏訪市　上諏訪角間沢東
地内

R2.8.5 R2.11.16 R2.8.4 2,580,000 2,580,000 （有）伸晃

令和2年度　市道1-8号線舗装修繕工事に伴う
制水弁表函高さ調整工事

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　高島一丁目　地内 R2.8.7 R2.8.31 R2.8.7 1,050,000 1,050,000 スワテック建設（株）

令和２年度　国補　道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(橋梁)　湖岸
中門橋仮設道路撤去工事

建設部 建設課 一般競争入札
諏訪市　湖岸通り五丁目
地内

R2.8.20 R3.3.31 R2.8.18 72,700,000 72,790,000 藤森土木建設（株）

令和２年度　消防庶務課棟エアコン修繕工事
消防庶務課 消防庶務
課

指名競争入札
諏訪市　上川３丁目２５０
５番地

R2.8.19 R2.10.31 R2.8.18 610,000 670,000 諏訪管工業（株）

令和２年度　諏訪市公共下水道　実施設計業
務委託（その２）

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市内 R2.8.24 R3.1.29 R2.8.18 7,500,000 7,840,000 （株）フジテック
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令和２年度　大和第２配水池フロート弁取替
工事

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市　上諏訪渡辺沢　地
内

R2.8.19 R2.10.30 R2.8.18 1,500,000 1,620,000 甲信商事（株）

令和２年度　車山湿原木道整備工事
教育委員会事務局 生
涯学習課

指名競争入札 諏訪市四賀霧ヶ峰 R2.8.28 R2.12.4 R2.8.25 5,300,000 5,450,000 （株）大同建設

令和２年度　奥霧ヶ峰公衆トイレ新築工事 経済部 観光課 一般競争入札
諏訪市大字四賀字霧ヶ峰７
７１８番１２の一部

R2.8.28 R2.12.11 R2.8.27 26,800,000 27,000,000 （株）小泉建築

令和２年度　奥霧ヶ峰公衆トイレ新築工事監
理業務委託

経済部 観光課 随意契約
諏訪市大字四賀字霧ヶ峰７
７１８番１２の一部

R2.8.28 R2.12.18 R2.8.27 620,000 630,000 （株）アロー設計

令和２年度　諏訪市公共下水道　汚水桝設置
工事No．１９

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　中洲中金子　地内 R2.8.28 R2.11.20 R2.8.27 630,000 630,000
（株）電管エンジニアリ
ング

令和２年度　市道１－１１号線配水管布設替
工事

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　大和一丁目　地内 R2.9.2 R2.12.25 R2.9.1 28,300,000 28,500,000 （有）大和設備

令和２年度　防災・安全交付金事業　諏訪湖
周サイクリングロード整備工事

建設部 都市計画課 一般競争入札
諏訪市　湖岸通り４・５丁
目　地内

R2.9.7 R3.3.19 R2.9.1 70,000,000 70,310,000 （株）シガテクノス

令和2年度　諏訪市公共下水道　上川汚水枝
線第1工事

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　上川三丁目　地内 R2.9.2 R3.3.19 R2.9.1 7,750,000 7,860,000 常盤工業（株）

令和2年度　市内中学校昇降口壁面改修工事
教育委員会事務局 教
育総務課

一般競争入札
諏訪市　諏訪中学校、上諏
訪中学校

R2.9.3 R3.1.27 R2.9.3 1,800,000 1,970,000 渋崎建設（株）

令和２年度　緊急自然災害防止事業　市道
12142号線法面改修工事

建設部 建設課 一般競争入札
諏訪市　上諏訪　桜ヶ丘
地内

R2.9.11 R3.1.15 R2.9.3 23,700,000 24,010,000 （株）大同建設

令和2年度　市道４６０１３号線道路改良工
事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　四賀赤沼　地内 R2.9.4 R2.11.30 R2.9.3 1,320,000 1,320,000 （有）五味土木興業

令和2年度　JR競馬場踏切内　配湯管・送湯
管布設替工事

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　清水三丁目　地内 R2.9.11 R3.2.26 R2.9.3 10,000,000 10,760,000 （有）マルワ住設

令和２年度　すわっこランド２５ｍプール及
び浴槽ろ過装置ろ材交換工事

健康福祉部 健康推進
課

指名競争入札
諏訪市　すわっこランド
地内

R2.9.7 R2.12.25 R2.9.3 5,200,000 5,350,000 （株）アクアテック杉村

令和２年度　すわっこランドトレーニング
ルーム窓改修工事

健康福祉部 健康推進
課

指名競争入札
諏訪市　すわっこランド
地内

R2.10.30 R2.9.3 不落

令和２年度　神戸配水池　落雷による計装盤
修繕工事

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　四賀神戸地内 R2.9.4 R2.12.25 R2.9.3 1,100,000 1,130,000 信州電機産業（株）

令和２年度中洲保育園リズム室床下等土壌撤
去工事

健康福祉部 こども課 随意契約 諏訪市　中洲保育園　地内 R2.9.8 R2.9.30 R2.9.8 1,700,000 1,700,000 渋崎建設（株）

令和2年度　諏訪市公共下水道　北真志野汚
水枝線工事・北真志野地区工事（合冊）

水道局 施設課 一般競争入札
諏訪市　湖南 北真志野　地
内

R2.9.15 R3.2.5 R2.9.10 22,700,000 22,810,000 渋崎建設（株）

令和２年度　国補　道路メンテナンス（橋
梁）　古川用水１の橋改修工事に伴う施工監
理業務委託

建設部 建設課 随意契約 諏訪市　高島四丁目　地内 R2.9.10 R3.3.26 R2.9.10 1,200,000 1,200,000
（公財）長野県建設技術
センター



件　　　　名 起案所属名 契約方法 履行場所 履行開始日 履行終了日 入札日
契約額

（税抜）
予定価格
（税抜）

契約業者名

令和2年度　角間新田地区緊急工事 経済部 農林課 随意契約
諏訪市　上諏訪角間新田
地内

R2.9.10 R2.9.14 R2.9.10 2,780,000 2,780,000 （株）大同建設

令和２年度　西山配水池２号緊急遮断弁改良
工事

水道局 施設課 一般競争入札
諏訪市　湖南　１７６０－
１

R2.9.18 R3.3.25 R2.9.15 17,900,000 18,020,000 （株）小松製作所

令和2年度　南真志野導水管布設替工事 水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　南真志野　地内 R2.9.18 R3.3.31 R2.9.15 38,000,000 38,270,000 （株）シガテクノス

令和２年度　防災・安全交付金事業古川用水
１の橋改修工事に伴う配湯・配水管移設工事
（合冊）

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　高島４丁目　地内 R2.9.16 R2.12.17 R2.9.15 6,200,000 6,590,000 日設工業（株）

令和２年度　都市構造再編集中支援事業　柳
並線道路整備工事に伴う配湯管移設工事

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市湖岸通り三丁目地内 R2.9.23 R2.12.11 R2.9.15 5,200,000 5,380,000 （有）マルワ住設

令和２年度　市道２２１５０号線配水管布設
工事

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　高島一丁目　地内 R2.9.18 R2.11.30 R2.9.15 1,750,000 1,820,000 （有）阿部設備

令和２年度　国補 道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(橋梁) 古川用
水１の橋改修工事

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　高島四丁目　地内 R2.9.18 R3.3.26 R2.9.15 19,000,000 20,420,000 渋崎建設（株）

令和２年度　市道３３０８６号線道路改良工
事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田有賀　地内 R2.9.16 R2.12.25 R2.9.15 2,700,000 2,810,000 （株）小泉建築

令和２年度　市道４６００１号線道路改良工
事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　四賀赤沼　地内 R2.9.16 R3.1.29 R2.9.15 3,650,000 3,680,000 （有）五味土木興業

令和２年度　すわっこランドトレーニング
ルーム窓改修工事

健康福祉部 健康推進
課

指名競争入札
諏訪市　すわっこランド
地内

R2.9.18 R2.11.30 R2.9.17 820,000 840,000 スワテック建設（株）

令和２年度　諏訪市公共下水道　汚水桝設置
工事に係る路面復旧舗装工事（その２）

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市内 R2.9.18 R2.12.18 R2.9.17 2,150,000 2,200,000 （有）住建総業

令和２年度　市道２３２５５号線道路改良工
事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田文出　地内 R2.9.18 R2.12.25 R2.9.17 2,530,000 2,530,000 （株）小林工務店

令和２年度　社会資本整備総合交付金事業
（国土強靭化）　市道５４００１号線道路改
良工事

建設部 建設課 一般競争入札
諏訪市　中洲下金子・豊田
文出　地内

R2.9.28 R3.3.26 R2.9.24 38,900,000 39,170,000 （株）大同建設

令和２年度　城南地区水路改修工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　城南二丁目　地内 R2.9.28 R2.12.18 R2.9.24 8,720,000 8,740,000 笠原建設工業（株）

令和２年度　市道２－２４，２３１９４号線
道路改良工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　城南一丁目　地内 R2.9.25 R2.12.25 R2.9.24 1,750,000 1,760,000 笠原建設工業（株）

令和２年度保育園物置更新工事 健康福祉部 こども課 指名競争入札
諏訪市立　赤沼保育園、四
賀保育園

R2.12.28 R2.9.24 不落

令和２年度　諏訪市営住宅蓼の海第２団地屋
根塗装工事

建設部 都市計画課 指名競争入札
諏訪市大字上諏訪13282番地
1

R2.9.25 R2.11.30 R2.9.24 2,200,000 2,220,000 （有）伸晃

令和２年度　諏訪市公共下水道　大熊第１ポ
ンプ場制御盤嵩上げ工事

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　大熊第１ポンプ場 R2.9.25 R2.12.4 R2.9.24 1,140,000 1,180,000 （株）メエップ



件　　　　名 起案所属名 契約方法 履行場所 履行開始日 履行終了日 入札日
契約額

（税抜）
予定価格
（税抜）
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令和２年度　国補　道路メンテナンス（橋
梁）　道路施設定期点検業務委託

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市内 R2.10.8 R3.3.15 R2.10.6 19,300,000 20,210,000 （株）ジッソク

令和２年度　諏訪市道路台帳　補正業務委託 建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市内 R2.10.7 R3.3.15 R2.10.6 6,600,000 7,170,000 （株）パスコ

令和２年度　都市構造再編集中支援事業　柳
並線道路整備工事　２工区

建設部 都市計画課 一般競争入札
諏訪市　湖岸通り四丁目
地内

R2.10.12 R3.3.31 R2.10.8 30,000,000 31,070,000 スワテック建設（株）

令和2年度　社会資本整備総合交付金事業
市道1‐28号線道路改良工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田　文出　地内 R2.10.9 R3.2.5 R2.10.8 4,750,000 4,780,000 有賀建設（株）

令和２年度　市道３２１８７号線道路改良工
事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田小川　地内 R2.10.9 R3.2.1 R2.10.8 4,330,000 4,340,000 （株）小林工務店

令和２年度　諏訪市公共下水道　総合地震対
策計画に伴うマンホールトイレシステム設置
工事

水道局 施設課 一般競争入札
諏訪市　湖岸通り五丁目
地内

R2.10.19 R3.3.12 R2.10.13 21,900,000 22,100,000 （株）大同建設

令和２年度保育園物置更新工事 健康福祉部 こども課 指名競争入札
諏訪市立　赤沼保育園、四
賀保育園

R2.10.14 R3.1.31 R2.10.13 2,080,000 2,280,000 （株）小泉建築

令和2年度　市道２－２２号線道路改良工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田覗石　地内 R2.10.14 R3.1.22 R2.10.13 1,280,000 1,480,000 （有）住建総業

令和２年度　霧ヶ峰スキー場第１・第２ロマ
ンスリフト・らくちんくん整備工事

経済部 観光課 随意契約
諏訪市四賀霧ヶ峰強清水
地内

R2.10.14 R2.12.11 R2.10.13 3,040,000 3,050,000 日本ケーブル㈱

令和2年度　市道22051号線消火栓緊急取替工
事

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　大手3丁目　地内 R2.10.14 R2.11.27 R2.10.13 1,050,000 1,070,000 （有）林組工業所

令和2年度　城北中継ポンプ室設備改良工事 水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　大和3丁目　地内 R2.10.23 R3.3.19 R2.10.20 12,150,000 12,300,000 （株）小松製作所

令和２年度　県道諏訪辰野線配水管布設替工
事

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　大手二丁目　地内 R2.10.23 R3.3.26 R2.10.20 21,000,000 21,120,000 渋崎建設（株）

令和２年度　中の沢川　浚渫工事 建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　湖南　北真志野
地内

R2.10.23 R3.3.1 R2.10.22 2,550,000 2,590,000 （株）小泉建築

令和２年度　野明沢川　浚渫工事 建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　湖南　南真志野
地内

R2.10.23 R3.3.1 R2.10.22 1,980,000 2,020,000 （株）小泉建築

令和２年度　アメニティパーク周辺整備受託
事業　市道３１００４号線舗装修繕工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田文出　地内 R2.10.23 R3.2.19 R2.10.22 4,420,000 4,540,000 （株）春間工務店

令和2年度　緊急自然災害防止事業　鴨池川
水系小川地区水路改修工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田小川　地内 R2.10.28 R3.2.26 R2.10.27 2,490,000 2,580,000 （株）小林工務店

令和2年度　農業水路等長寿命化・防災減災
事業　蓼の海下諏訪側　ため池ハザードマッ
プ作成業務委託

経済部 農林課 随意契約 諏訪市　蓼の海　地内 R2.10.30 R3.3.29 R2.10.29 1,280,000 1,280,000
長野県土地改良事業団体
連合会

令和2年度　大曲最終処分場浸出水処理施設
薬剤注入ポンプ機器更新工事

市民部 生活環境課 随意契約
諏訪市大字上諏訪１２９６
８

R2.10.30 R3.2.26 R2.10.29 1,580,000 1,590,000
ヴェオリア・ジェネッツ
㈱
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令和2年度　公共施設等適正管理推進事業
市道１－２４号線舗装修繕工事

建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　沖田町三丁目　地
内

R2.11.9 R3.3.19 R2.11.5 8,800,000 9,080,000 （株）シガテクノス

令和２年度　県道諏訪辰野線路面復旧舗装工
事（合冊）

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　高島一丁目　地内 R3.1.29 R2.11.5 不落

令和２年度神戸保育園門扉等改修工事 健康福祉部 こども課 指名競争入札 諏訪市四賀２９９４　地内 R2.11.6 R3.2.26 R2.11.5 1,870,000 1,920,000 渋崎建設（株）

令和２年度　新有賀配水池取水流量計改修工
事

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　豊田有賀地内 R2.11.6 R3.2.26 R2.11.5 3,800,000 3,840,000 （株）小松製作所

令和２年度　柳並線道路整備工事に伴う附帯
工事（その２）

建設部 都市計画課 随意契約
諏訪市　湖岸通り四丁目
地内

R2.11.11 R3.3.31 R2.11.10 2,300,000 2,310,000 スワテック建設（株）

令和2年度　市道1-30号線道路改良工事 建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　湖南　北真志野
地内

R3.3.26 R2.11.12 不落

令和2年度　諏訪市公共下水道　社会資本整
備総合交付金事業　マンホール鉄蓋取替工事
（その１）

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市　大和・湯の脇　地
内

R2.11.16 R3.3.19 R2.11.12 4,700,000 4,770,000 渋崎建設（株）

令和２年度　諏訪市公共下水道　汚水桝設置
工事Ｎｏ．２５

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　中洲下金子　地内 R2.11.13 R2.12.25 R2.11.12 1,480,000 1,510,000 （有）阿部設備

令和２年度　池のくるみ公衆トイレ解体工事 経済部 観光課 指名競争入札 諏訪市大字四賀7718-108 R2.11.18 R3.1.29 R2.11.17 1,280,000 1,300,000 （株）大同建設

令和２年度　清水町体育館駐車場排水設備取
替修繕工事

教育委員会事務局 ス
ポーツ課

随意契約 諏訪市清水三丁目　地内 R2.11.25 R3.2.22 R2.11.24 750,000 760,000 （株）小松製作所

令和2年度　緊急自然災害防止事業　舟渡川
水系福島渋抜川改修工事

建設部 建設課 一般競争入札
諏訪市　中洲　福島・福島
新町　地内

R2.12.1 R3.3.19 R2.11.26 13,000,000 13,550,000 （株）シガテクノス

令和2年度　市道４３１８４号線道路改良工
事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　四賀桑原　地内 R2.11.27 R3.3.19 R2.11.26 6,000,000 6,170,000 有賀建設（株）

令和2年度　緊急自然災害防止事業　角間川
水系城南地区水路改修工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　城南一丁目　地内 R2.11.27 R3.3.16 R2.11.26 4,250,000 4,340,000 （株）春間工務店

令和2年度　市道1-30号線道路改良工事 建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　湖南　北真志野
地内

R2.11.27 R3.3.26 R2.11.26 2,790,000 2,890,000 ㈲黒岩重機

令和２年度　武津地区水路改修工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　四賀武津　地内 R2.11.27 R3.2.19 R2.11.26 1,200,000 1,210,000 （株）春間工務店

令和2年度　蓼の海第一団地長寿命化改善工
事　監理業務委託

建設部 都市計画課 指名競争入札
諏訪市大字上諏訪字矢立
13309番地4ほか

R2.12.2 R3.3.19 R2.12.1 750,000 780,000 （株）アロー設計

令和２年度　県道諏訪白樺湖小諸線配水管布
設替工事

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　岡村二丁目　地内 R2.12.7 R3.3.12 R2.12.1 16,100,000 16,410,000 杉村設備（株）

令和２年度　諏訪市営住宅蓼の海第１団地解
体工事

建設部 都市計画課 一般競争入札
諏訪市大字上諏訪13309番地
4

R2.12.8 R3.3.12 R2.12.1 11,500,000 12,050,000 （株）小泉建築
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令和２年度　蓼の海第一団地長寿命化改善工
事

建設部 都市計画課 一般競争入札
諏訪市大字上諏訪字矢立
13309番地4ほか

R3.3.12 R2.12.1 不落

令和２年度　諏訪市公共下水道　社会資本整
備総合交付金事業　総合地震対策工事（その
２）

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　豊田有賀　地内 R2.12.4 R3.3.19 R2.12.3 2,300,000 2,380,000 藤森土木建設（株）

令和２年度　県道諏訪辰野線路面復旧舗装工
事（合冊）

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　高島一丁目　地内 R2.12.4 R3.2.19 R2.12.3 2,800,000 2,860,000 （株）シガテクノス

令和２年度　公共施設等適正管理推進事業
市道１－４号線舗装修繕工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　中洲福島　地内 R2.12.7 R3.3.19 R2.12.3 7,500,000 7,610,000 （有）住建総業

令和2年度　市道22134号線道路改良工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　高島二丁目　地内 R2.12.11 R3.3.22 R2.12.10 2,810,000 2,880,000 笠原建設工業（株）

令和2年度　強化型橋梁点検業務委託 建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市内 R2.12.14 R3.3.26 R2.12.10 1,440,000 1,440,000 （株）長野技研

令和２年度　諏訪市公共施設空調換気整備工
事

総務部 総務課 指名競争入札 諏訪市高島一丁目22番30他 R3.3.19 R2.12.10 不落

令和2年度　諏訪市公共下水道　汚水桝移
設・新設工事

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　高島四丁目　地内 R2.12.16 R3.1.15 R2.12.15 2,650,000 2,700,000 杉村設備（株）

令和２年度　諏訪市博物館高圧受変電設備改
修工事

教育委員会事務局 生
涯学習課（博物館）

指名競争入札 諏訪市博物館 R2.12.23 R3.2.19 R2.12.22 967,640 1,150,000 （有）小泉電気工事

令和2年度　市道62272号線道路改良工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　湖南大熊　地内 R2.12.25 R3.3.26 R2.12.24 1,100,000 1,130,000 （有）小松総業

令和2年度　防災・安全交付金事業 湖岸中門
橋改修工事に伴う配水・配湯管本設工事

水道局 施設課 随意契約
諏訪市　湖岸通り五丁目・
高島二丁目 地内

R2.12.25 R3.3.31 R2.12.24 21,100,000 21,160,000 藤森土木建設（株）

令和２年度　諏訪市公共施設空調換気整備工
事

総務部 総務課 指名競争入札 諏訪市高島一丁目22番30他 R2.12.25 R3.3.19 R2.12.24 3,350,000 3,480,000 （株）藤森工務店

令和2年度　市単土地改良整備事業　中金子
地区水路改修工事

経済部 農林課 指名競争入札 諏訪市　中洲中金子　地内 R2.12.25 R3.3.19 R2.12.24 850,000 960,000 （有）住建総業

令和2年度 市道55042号線道路改良工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　中洲福島　地内 R2.12.25 R3.3.26 R2.12.24 5,650,000 5,750,000 （有）小松総業

令和２年度　市道４７０９０号線道路改良工
事

建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　沖田町三丁目　地
内

R2.12.25 R3.3.22 R2.12.24 2,190,000 2,200,000 （有）五味土木興業

令和２年度　蓼の海第一団地長寿命化改善工
事

建設部 都市計画課 一般競争入札
諏訪市大字上諏訪字矢立
13309番地4ほか

R2.12.25 R3.3.12 R2.12.24 15,800,000 16,250,000 スワテック建設（株）

令和２年度　諏訪市防災行政無線屋外拡声子
局修繕工事

企画部 危機管理室 随意契約 諏訪市内 R2.12.28 R3.3.31 R2.12.24 4,800,000 4,800,000 丸登電業㈱

令和２年度　緊急自然災害防止事業　角間川
水系冠水対策工事

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　清水一丁目　地内 R2.12.28 R3.3.31 R2.12.24 17,300,000 17,390,000 （株）小松製作所
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令和2年度　諏訪市公共下水道　汚水桝撤
去・新設工事

水道局 施設課 随意契約
諏訪市　湖岸通り４丁目
地内

R3.1.7 R3.1.29 R3.1.5 1,090,000 1,150,000 渋崎建設（株）

令和２年度　サイクリングロード整備事業関
連　湖畔公園整備工事

建設部 都市計画課 指名競争入札 諏訪市湖畔公園内 R3.1.13 R3.3.22 R3.1.12 6,200,000 6,540,000 スワテック建設（株）

令和２年度保育園調理員手洗器等自動水栓化
工事

健康福祉部 こども課 指名競争入札
諏訪市　きみいち保育園
他６園

R3.1.13 R3.3.31 R3.1.12 1,800,000 2,120,000 （有）原設備工業

令和２年度　角間沢補償木留場堰改修工事 水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　上諏訪金山　地内 R3.1.13 R3.3.12 R3.1.12 1,800,000 1,810,000 （有）伸晃

令和2年度　南真志野水源フェンス修繕工事 水道局 施設課 随意契約
諏訪市　湖南　南真志野
地区

R3.1.13 R3.3.31 R3.1.12 1,060,000 1,090,000 （株）シガテクノス

令和2年度　保健センター及び児童センター
ネットワーク工事

健康福祉部 こども課 随意契約 諏訪市内 R3.1.20 R3.3.31 R3.1.19 1,625,000 1,625,000 エルシーブイ（株）

令和２年度　サテライトオフィス環境構築に
伴うネットワーク工事

企画部 企画政策課 随意契約 諏訪市内 R3.1.20 R3.3.31 R3.1.19 2,363,000 2,363,000 エルシーブイ（株）

令和2年度　湯小路配湯場・あやめ配湯場設
備改良工事

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市　小和田南・湖岸通
り1丁目　地内

R3.1.25 R3.3.26 R3.1.21 8,550,000 8,660,000 （株）小松製作所

令和2年度　市道54013号線道路改良工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　中洲下金子　地内 R3.1.22 R3.3.26 R3.1.21 1,650,000 1,700,000 （有）伸晃

公設市場水産棟冷凍庫改修工事
経済部 公設地方卸売
市場

指名競争入札
諏訪市公設地方卸売市場
水産棟

R3.1.22 R3.3.19 R3.1.21 3,200,000 3,260,000 （株）小泉建築

令和2年度　四賀小学校屋内消火栓送水管緊
急修繕工事

教育委員会事務局 教
育総務課

随意契約 諏訪市立四賀小学校 R3.1.22 R3.3.12 R3.1.21 1,000,000 1,040,000 （株）アクアテック杉村

令和２年度　清水町野球場整備工事
教育委員会事務局 ス
ポーツ課

指名競争入札 諏訪市　清水三丁目3619-5 R3.3.26 R3.1.28 不落

令和２年度　諏訪中央公園トイレ改修工事 建設部 都市計画課 指名競争入札 諏訪市　豊田文出　地内 R3.1.29 R3.3.22 R3.1.28 900,000 980,000 （有）原設備工業

令和２年度　市道２－１５号線道路改良工事
（その２）

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　四賀飯島　地内 R3.2.3 R3.3.30 R3.2.2 1,830,000 1,770,000 スワテック建設（株）

令和２年度 補助事業(改築) (仮称)諏訪湖ス
マートICアクセス工事・社会資本整備総合交
付金事業 市道33112号線道路改良合冊工事に
伴う積算・施工監理業務委託

建設部 建設課 随意契約 諏訪市　豊田有賀　地内 R3.2.5 R4.3.18 R3.2.4 5,000,000 5,000,000
（公財）長野県建設技術
センター

令和２年度　霧ヶ峰高原活性化・再整備検討
調査業務委託

経済部 観光課 随意契約 諏訪市　霧ヶ峰高原　一帯 R3.2.5 R4.3.31 R3.2.4 4,860,000 4,860,000 （株）ＫＲＣ

令和2年度　市単土地改良整備事業　2号幹排
水路改修工事

経済部 農林課 指名競争入札 諏訪市　四賀細久保　地内 R3.2.17 R3.3.29 R3.2.16 1,500,000 1,530,000 （有）五味土木興業
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令和２年度　清水町野球場整備工事
教育委員会事務局 ス
ポーツ課

指名競争入札 諏訪市　清水三丁目3619-5 R3.2.17 R3.3.26 R3.2.16 1,500,000 1,650,000 藤森土木建設（株）

令和２年度　補助事業（改築）　（仮称）諏
訪湖スマートICアクセス工事・社会資本整備
総合交付金事業　市道３３１１２号線道路改
良合冊工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田有賀　地内 R3.3.17 R4.1.14 R3.3.11 121,500,000 124,030,000 スワテック建設（株）

令和2年度　農山漁村地域整備交付金事業
諏訪平地区実施計画策定・換地等調整業務委
託

経済部 農林課 随意契約
諏訪市　豊田文出・小川
地内

R3.3.17 R4.3.28 R3.3.16 19,740,000 19,740,000
長野県土地改良事業団体
連合会

令和３年度　参議院長野県選出議員補欠選挙
公営ポスター掲示場設置・撤去業務委託

選挙管理委員会事務
局

指名競争入札 諏訪市地内 R3.3.24 R3.5.14 R3.3.23 890,000 940,000 （株）春間工務店

令和2年度（繰越分）緊急自然災害防止対策
事業　大碇水系冠水対策工事

経済部 農林課 一般競争入札
諏訪市　中洲中金子他　地
内

R3.3.29 R4.3.28 R3.3.23 19,500,000 19,730,000 （株）シガテクノス


