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契約額

（税抜）
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契約業者名

令和３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

R3.4.7 R3.9.30 R3.4.6 1,810,000 1,810,000
（公財）長野県建設技術
センター

令和３年度　（仮称）諏訪湖スマートＩＣ整
備事業に伴う地下水調査業務委託

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田有賀　地内 R3.4.9 R4.3.31 R3.4.8 1,900,000 1,940,000 （株）中部測地研究所

令和３年度　諏訪市公共下水道　上川地区第
１工事

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　上川三丁目 R3.4.9 R3.7.2 R3.4.8 1,800,000 1,940,000 常盤工業（株）

令和3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 R3.4.9 R3.7.2 R3.4.8 2,720,000 2,760,000 渋崎建設（株）

令和3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 R3.4.9 R3.4.23 R3.4.8 450,000 460,000 （株）シガテクノス

令和３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 R3.4.9 R3.4.23 R3.4.8 3,850,000 4,060,000 常盤工業（株）

令和3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 R3.4.9 R3.4.23 R3.4.8 600,000 610,000 藤森土木建設（株）

令和３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

R3.4.9 R3.4.23 R3.4.8 770,000 780,000 スワテック建設（株）

令和３年度　新川水系南沢水路改修工事に伴
う公共下水道布設替え実施設計業務委託

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　豊田 有賀　地内 R3.4.16 R3.7.30 R3.4.15 6,800,000 6,880,000 （株）長野技研

令和３年度　市道１－２８号線路面復旧舗装
工事

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　豊田　地内 R3.4.20 R3.7.2 R3.4.15 5,450,000 6,040,000 渋崎建設（株）

令和3年度　市道1-6号線他路面復旧舗装工事 水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　大手１丁目　地内 R3.4.20 R3.7.2 R3.4.15 5,300,000 5,610,000 渋崎建設（株）

令和３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 R3.4.23 R3.11.26 R3.4.20 4,440,000 4,710,000 フジ地中情報（株）

令和３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　湖岸通り五丁目
地内

R3.4.26 R3.7.30 R3.4.20 9,000,000 9,230,000 藤森土木建設（株）

令和２年度（繰越）　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貯水
槽設置工事

水道局 施設課 一般競争入札
諏訪市　湖岸通り五丁目
地内

R3.4.26 R3.9.30 R3.4.20 12,400,000 12,670,000 （株）大同建設

令和３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 R3.4.22 R3.8.31 R3.4.20 24,250,000 25,130,000 （有）林組工業所

令和３年度　市道53107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　中洲中金子　地内 R3.4.26 R3.7.31 R3.4.20 18,000,000 18,260,000 水道建設（株）

令和3年度　諏訪市公共工事入札結果情報　（税込予定価格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））
※本表は、令和3年4月～令和4年3月の間に入札を執行したものについて記載しています。
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令和3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 R3.4.26 R3.9.3 R3.4.22 9,000,000 9,200,000 管清工業（株）

令和３年度　市道４２１７８号線配水管布設
工事

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　四賀普門寺　地内 R3.4.23 R3.6.25 R3.4.22 2,300,000 2,320,000 （株）アクアテック杉村

令和３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 R3.5.7 R3.5.31 R3.5.6 1,600,000 1,660,000 スワテック建設（株）

令和３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 R3.5.7 R3.5.31 R3.5.6 1,800,000 1,870,000 スワテック建設（株）

令和３年度　すわっこランド屋外50ｍプール
塗装修繕工事

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

R3.5.7 R3.6.30 R3.5.6 1,300,000 1,320,000 （株）藤森工務店

令和３年度　市道６３１３９号線道路改良工
事

建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　湖南南真志野　地
内

R3.5.7 R3.8.27 R3.5.6 4,950,000 5,110,000 有賀建設（株）

令和３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 R3.5.12 R3.6.25 R3.5.11 2,050,000 2,130,000 藤森土木建設（株）

令和３年度　尾玉町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　上諏訪（尾玉町）
地内

R3.5.19 R3.7.30 R3.5.18 3,600,000 3,600,000 諏訪管工業（株）

令和２年度（繰越分）　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 指名競争入札 諏訪市　高島３丁目　地内 R3.5.24 R3.8.31 R3.5.18 7,250,000 7,550,000 笠原建設工業（株）

令和２年度（繰越）　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

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　豊田有賀　地内 R3.5.24 R3.10.15 R3.5.20 15,380,000 15,760,000 藤森土木建設（株）

令和３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 一般競争入札
諏訪市　上諏訪　角間沢
地内

R3.5.25 R3.8.31 R3.5.20 11,750,000 12,670,000 スワテック建設（株）

令和３年度　汚水桝設置工事・漏水修理工事
に係る路面復旧舗装工事（その１）（合冊）

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市内 R3.5.26 R3.9.17 R3.5.25 3,690,000 3,710,000 （有）住建総業

令和3年度　諏訪市公共下水道　社会資本整
備総合交付金事業　マンホールポンプ場自家
発電設備設計業務委託

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　中洲　福島　地内 R3.5.26 R3.10.1 R3.5.25 2,400,000 2,670,000
（株）島田建設コンサル
タント

令和3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）（合冊）

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市　湖岸通り・湯の脇
地内

R3.5.31 R3.8.27 R3.5.25 7,430,000 7,450,000 渋崎建設（株）

令和３年度　諏訪市保健センター２階口腔衛
生室冷暖房設備設置工事

健康福祉部 健康推
進課

指名競争入札 諏訪市保健センター R3.5.28 R3.7.16 R3.5.27 580,000 610,000 松本電気工事（有）

令和3年度　中洲小学校防災倉庫移設工事
教育委員会事務局
教育総務課

指名競争入札 諏訪市立中洲小学校 R3.5.28 R3.7.23 R3.5.27 1,700,000 1,780,000 （株）藤森工務店

令和3年度　南沢水源機械設備改良工事 水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市岡村二丁目6092-1 R3.6.1 R4.3.18 R3.5.27 73,500,000 73,650,000 信州電機産業（株）
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令和３年度　上諏訪駅西口広場等基礎調査・
分析業務委託

建設部 都市計画課 一般競争入札 諏訪市内 R3.6.3 R4.3.25 R3.5.27 10,000,000 13,560,000 （株）長野技研

令和3年度　西山の里なかよし広場冷暖房設
備設置工事（電気設備工事）

健康福祉部 高齢者
福祉課

指名競争入札 諏訪市大字湖南4016-1 R3.6.2 R3.8.6 R3.6.1 2,180,000 2,500,000 松本電気工事（有）

令和3年度　西山の里なかよし広場冷暖房設
備設置工事（機械設備工事）

健康福祉部 高齢者
福祉課

指名競争入札 諏訪市大字湖南4016-1 R3.6.2 R3.8.6 R3.6.1 2,500,000 2,860,000 （株）アクアテック杉村

令和3年度　とちの木ひろば冷暖房設備設置
工事

健康福祉部 高齢者
福祉課

指名競争入札 諏訪市大字中洲2847-1 R3.6.2 R3.7.23 R3.6.1 1,750,000 2,020,000 （株）アクアテック杉村

令和3年度　市道1-12号線舗装修繕工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　湯の脇　地内 R3.6.2 R3.9.10 R3.6.1 2,150,000 2,170,000 渋崎建設（株）

令和３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 R3.6.2 R3.9.30 R3.6.1 780,000 790,000 （株）春間工務店

令和３年度　諏訪市公共下水道　県道諏訪・
辰野線　汚水桝取替工事

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　上川二丁目　地内 R3.6.4 R3.7.30 R3.6.3 1,200,000 1,220,000 （株）大同建設

令和３年度　諏訪市公共下水道　下水道台帳
データ更新業務委託

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市内 R3.6.9 R3.12.24 R3.6.8 4,200,000 4,460,000 （株）パスコ

令和3年度　七ツ釜・南部配湯場設備改良工
事

水道局 施設課 一般競争入札
諏訪市　湖岸通り2丁目・高
島1丁目　地内

R3.6.11 R3.9.30 R3.6.8 33,000,000 33,190,000 （株）小松製作所

令和3年度　公共施設等適正管理推進事業
市道１－２５、２３２５５号線舗装修繕工事

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　中洲福島　地内他 R3.6.11 R3.11.30 R3.6.8 19,700,000 19,800,000 スワテック建設（株）

令和３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　高島一丁目・二丁
目　地内

R3.6.14 R3.12.10 R3.6.8 23,480,000 23,990,000 （株）大同建設

令和３年度　諏訪市公共下水道　赤沼ポンプ
場非常通報装置交換工事

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　赤沼ポンプ場 R3.6.11 R3.8.10 R3.6.8 680,000 700,000 （株）メエップ

令和３年度　諏訪市庁舎自動扉開閉装置修繕
工事

総務部 総務課 随意契約
諏訪市高島一丁目２２番３
０号地内

R3.6.9 R3.7.30 R3.6.8 870,000 870,000 （株）長野ナブコ

令和３年度　諏訪市消防団第2分団第１部屯
所解体工事

消防庶務課 消防庶
務課

指名競争入札
諏訪市　上諏訪１０，２１
５－１　地内

R3.6.11 R3.8.31 R3.6.10 1,950,000 2,270,000 （株）春間工務店

令和３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２）（合冊）

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　小和田南　地内 R3.6.14 R3.9.24 R3.6.10 7,700,000 7,880,000 （株）シガテクノス

令和３年度　国道２０号配水管布設替工事 水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　諏訪二丁目　地内 R3.6.15 R4.1.28 R3.6.10 48,800,000 49,720,000 スワテック建設（株）

令和３年度　市道２３１５９号線路面復旧舗
装工事

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　高島一丁目　地内 R3.6.16 R3.8.20 R3.6.15 1,340,000 1,490,000 （有）住建総業
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令和3年度　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 R3.6.18 R4.3.11 R3.6.15 19,000,000 19,550,000 信州電機産業（株）

令和３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 R3.6.21 R3.12.17 R3.6.15 2,650,000 3,010,000 （株）パスコ

令和３年度　新有賀配水池薬液貯留槽改修工
事

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　豊田　有賀　地内 R3.6.18 R3.9.30 R3.6.17 1,600,000 1,670,000 甲信商事（株）

令和３年度　市道４４０３５号線道路改良工
事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　四賀飯島　地内 R3.6.18 R3.10.29 R3.6.17 2,300,000 2,310,000 （有）五味土木興業

令和3年度　県道諏訪辰野線他配水管布設替
工事

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　大手2丁目　地内 R3.6.22 R3.10.29 R3.6.17 23,000,000 23,330,000 スワテック建設（株）

令和３年度　上諏訪駅西口トイレ改修工事 建設部 都市計画課 指名競争入札 諏訪市　大手一丁目　地内 R3.6.23 R3.9.30 R3.6.22 600,000 620,000 （株）藤森工務店

令和3年度諏訪市営住宅蓼の海第三団地浴室
ほか修繕工事

建設部 都市計画課 指名競争入札
諏訪市大字上諏訪13330番地
31

R3.6.23 R3.9.30 R3.6.22 1,395,000 1,410,000 （株）藤森工務店

令和３年度諏訪市デイサービスセンター西山
の里維持修繕工事

健康福祉部 高齢者
福祉課

指名競争入札 諏訪市大字湖南4016-1 R3.6.23 R3.9.30 R3.6.22 1,600,000 1,740,000 （株）春間工務店

令和３年度　旧城北小学校冷暖房設備移設工
事

教育委員会事務局
教育総務課

指名競争入札
市内３小中学校、旧城北小
学校

R3.6.24 R3.9.30 R3.6.22 5,860,000 6,300,000 松本電気工事（有）

令和３年度　市道３３０９９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 R3.6.30 R3.9.30 R3.6.29 2,000,000 2,050,000 （株）小泉建築

令和3年度　市道63042号線舗装修繕工事 建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　湖南南真志野　地
内

R3.6.30 R3.9.10 R3.6.29 1,180,000 1,190,000 ㈲黒岩重機

令和３年度　諏訪市文化センター雨水排水管
改修工事

教育委員会事務局
生涯学習課（文化
センター）

指名競争入札
諏訪市湖岸通り五丁目12番
18号

R3.7.2 R3.9.21 R3.7.1 2,600,000 2,690,000 （有）原設備工業

令和3年度　諏訪市公共下水道　汚水桝設置
工事№８

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　豊田有賀　地内 R3.7.2 R3.9.30 R3.7.1 1,040,000 1,040,000 杉村設備（株）

令和３年度　諏訪市公共下水道　鴨池川上流
ポンプ場ポンプ交換工事

水道局 施設課 随意契約
諏訪市　鴨池川上流ポンプ
場

R3.7.7 R3.9.8 R3.7.1 880,000 900,000 （株）メエップ

令和3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 一般競争入札
諏訪市　沖田町二、三丁目
地内

R3.7.9 R3.10.22 R3.7.6 11,500,000 11,810,000 （株）シガテクノス

令和３年度　すわっこランド屋外プール付属
棟屋上防水改修工事

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

R3.7.7 R3.9.30 R3.7.6 1,950,000 2,030,000 スワテック建設（株）

令和3年度　市道22214号線舗装修繕工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　渋崎　地内 R3.7.9 R3.11.30 R3.7.8 3,750,000 3,780,000 渋崎建設（株）



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３年度　旧覗石青少年広場内解体工事
教育委員会事務局
生涯学習課

指名競争入札
諏訪市大字湖南８３２７番
地

R3.10.15 R3.7.8 不落

令和3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 R3.7.14 R3.10.15 R3.7.13 1,380,000 1,400,000 （有）小松総業

令和３年度　補助事業(改築) (仮称)諏訪湖
スマートICアクセス工事　１・２工区に伴う
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 R3.7.14 R4.3.31 R3.7.13 8,000,000 8,000,000
（公財）長野県建設技術
センター

令和３年度　緊急自然災害防止事業　新川水
系雁子沢水路改修工事

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　豊田有賀　地内 R3.7.20 R3.11.30 R3.7.15 10,300,000 10,820,000 （株）小泉建築

令和３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　高島２・３丁目及
び湖岸通り５丁目　地内

R3.7.19 R4.3.25 R3.7.15 24,300,000 24,820,000 （株）シガテクノス

令和3年度　市道21025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1丁目 湖岸通
り4・5丁目　地内

R3.7.21 R3.11.19 R3.7.15 18,800,000 18,870,000 （有）マルワ住設

令和３年度　諏訪湖スマートICアクセス工事
に伴う配水管移設工事

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　豊田有賀　地内 R3.7.19 R3.10.8 R3.7.15 5,600,000 5,700,000 スワテック建設（株）

令和3年度　堀久保沢災害応急復旧工事 経済部 農林課 随意契約
諏訪市　上諏訪角間新田
地内

R3.7.16 R3.8.6 R3.7.15 3,960,000 3,960,000 （株）大同建設

令和３年度　諏訪市都市計画基礎調査業務委
託

建設部 都市計画課 一般競争入札 諏訪市行政区域 R3.7.28 R4.2.28 R3.7.20 5,750,000 5,750,000 （株）環境計画

令和3年度　湯小路ポンプ室　送湯管・配湯
管布設替工事

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　小和田南　地内 R3.7.28 R3.12.24 R3.7.20 16,000,000 16,830,000 渋崎建設（株）

令和２年度（繰越）　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 R3.7.27 R3.12.17 R3.7.20 23,000,000 23,380,000 常盤工業（株）

令和３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３）

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市内 R3.7.21 R3.10.29 R3.7.20 8,950,000 8,960,000 常盤工業（株）

令和３年度　市道５５０５４・５５０５７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

R3.7.21 R3.10.29 R3.7.20 4,390,000 4,530,000 （有）小松総業

令和３年度　都市構造再編集中支援事業　都
市サイン設置工事

建設部 都市計画課 指名競争入札
諏訪市　湖岸通り四丁目、
大手一丁目　地内

R3.7.28 R3.11.24 R3.7.27 5,200,000 5,320,000 有賀建設（株）

令和3年度 島崎地区水路改修工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　高島一丁目　地内 R3.7.28 R3.11.30 R3.7.27 3,030,000 3,030,000 笠原建設工業（株）

令和３年度　諏訪市公共下水道　大熊第２ポ
ンプ場修繕工事

水道局 施設課 随意契約
諏訪市　大熊第２ポンプ場
（湖南　大熊）

R3.7.28 R3.9.21 R3.7.27 870,000 900,000 （株）メエップ

令和３年度　すわっこランド25mプール空調
熱交換器更新工事

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
地内

R3.8.4 R3.12.24 R3.7.29 20,000,000 20,380,000 杉村設備（株）



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３年度　旧覗石青少年広場内解体工事
教育委員会事務局
生涯学習課

指名競争入札
諏訪市大字湖南８３２７番
地

R3.7.30 R3.10.29 R3.7.29 3,000,000 3,390,000 （株）小泉建築

令和3年度　あやめ源湯・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1丁目地内 R3.8.6 R4.3.18 R3.8.3 33,400,000 33,780,000 （株）小松製作所

令和３年度諏訪市湖南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 諏訪市湖南公民館 R3.8.5 R3.12.10 R3.8.3 13,000,000 13,860,000 （株）アクアテック杉村

令和３年度諏訪市湖南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 諏訪市湖南公民館 R3.12.10 R3.8.3 不落

令和３年度諏訪市湖南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 諏訪市湖南公民館 R3.8.4 R3.11.19 R3.8.3 2,100,000 2,320,000 （株）日本電気設備

令和３年度　文出水防倉庫建替工事
消防庶務課 消防庶
務課

指名競争入札
諏訪市　豊田２５５－３
地内

R3.10.29 R3.8.3 不落

令和3年度　市道４７０９０号線舗装修繕工
事

建設部 建設課 随意契約
諏訪市　沖田町三丁目　地
内

R3.8.4 R3.10.22 R3.8.3 1,300,000 1,330,000 （株）シガテクノス

令和３年度　国道２０号漏水工事に伴う舗装
復旧工事

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　四賀　神戸　地内 R3.8.10 R3.12.24 R3.8.5 2,650,000 2,770,000 スワテック建設（株）

令和３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

R3.8.6 R3.11.8 R3.8.5 2,960,000 3,010,000 （有）五味土木興業

令和３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　四賀桑原　地内 R3.8.6 R3.10.29 R3.8.5 980,000 1,030,000 （有）五味土木興業

令和３年度　市道５２１４１号線舗装修繕工
事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　中洲上金子　地内 R3.8.18 R3.11.12 R3.8.17 2,690,000 2,720,000 （有）伸晃

令和３年度　公共施設等適正管理推進事業
市道1-22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　神戸・沖田
町　地内

R3.8.20 R3.11.12 R3.8.17 7,400,000 7,720,000 スワテック建設（株）

令和３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４）

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市　高島一・二・三丁
目　地内

R3.8.20 R3.11.19 R3.8.17 8,720,000 8,850,000 渋崎建設（株）

令和３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　高島三丁目　地内 R3.8.20 R4.1.28 R3.8.17 7,920,000 8,000,000 渋崎建設（株）

令和3年度　諏訪市公共下水道　汚水桝設置
工事№12

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　中洲上金子　地内 R3.8.18 R3.9.10 R3.8.17 719,000 720,000 （有）阿部設備

令和３年度　諏訪市老人福祉センター解体工
事実施設計業務委託

健康福祉部 高齢者
福祉課

随意契約(不調
随契)

諏訪市湖岸通り四丁目1番28
号

R3.8.20 R3.12.24 R3.8.19 4,500,000 4,670,000 （株）サイト

令和3年度　諏訪市公共下水道　中金子汚水
枝線第1工事・配水管移設工事（合冊）

水道局 施設課 一般競争入札
諏訪市　中洲　中金子　地
内

R3.8.25 R4.3.11 R3.8.19 21,500,000 21,600,000 （株）シガテクノス



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
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令和３年度　補助事業（改築）　（仮称）諏
訪湖スマートICアクセス工事　１工区

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　豊田有賀　地内 R3.8.31 R4.3.25 R3.8.24 86,200,000 88,010,000 渋崎建設（株）

令和３年度　補助事業（改築）　（仮称）諏
訪湖スマートICアクセス工事　２工区

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　豊田有賀　地内 R3.8.30 R4.3.25 R3.8.24 80,800,000 82,460,000 藤森土木建設（株）

令和3年度 市道23117号線舗装修繕工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　小和田　地内 R3.8.25 R3.11.30 R3.8.24 1,790,000 1,850,000 （株）大同建設

令和３年度　市道54008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

R3.11.19 R3.8.24 不落

令和３年度　文出水防倉庫建替工事
消防庶務課 消防庶
務課

指名競争入札
諏訪市　豊田２５５－３
地内

R3.8.25 R3.12.15 R3.8.24 3,800,000 3,860,000 （株）小林工務店

令和３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 R3.8.31 R4.3.18 R3.8.26 7,220,000 7,670,000 （株）パスコ

令和３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 R3.8.31 R4.3.18 R3.8.26 15,500,000 17,920,000 技建開発（株）

令和３年度 緊急自然災害防止事業　新川水
系南沢水路改修工事

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　豊田有賀　地内 R3.9.3 R4.3.11 R3.8.26 36,950,000 37,460,000 （株）大同建設

令和３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 R3.8.30 R3.12.3 R3.8.26 5,300,000 5,440,000 （株）大同建設

令和3年度　市道12119号線配水管布設工事 水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　双葉ケ丘　地内 R3.8.27 R3.11.30 R3.8.26 4,700,000 4,780,000 （有）伸晃

令和３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 指名競争入札 諏訪市　高島四丁目　地内 R3.8.30 R3.12.3 R3.8.26 7,500,000 8,090,000 藤森土木建設（株）

令和３年度　給水関連　市道53251号線配水
管布設工事

水道局 施設課 随意契約
諏訪市　中洲　中金子　地
内

R3.8.27 R3.10.29 R3.8.26 800,000 800,000 （株）シガテクノス

令和３年度　市道１２１１６号線道路改良工
事

建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　上諏訪双葉ヶ丘
地内

R3.12.10 R3.8.31 不落

諏訪市特定用途制限地域・特別用途地区の検
討及び都市計画決定図書作成業務委託

建設部 都市計画課
随意契約(不調
随契)

諏訪都市計画区域 R3.9.3 R5.3.24 R3.8.31 4,300,000 4,430,000 （株）地域総合計画

令和３年度諏訪市湖南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 諏訪市湖南公民館 R3.9.7 R4.1.21 R3.8.31 21,000,000 21,770,000 （株）小泉建築

令和３年度　両沢橋・県道諏訪白樺湖小諸線
配水管・配湯管布設替工事（合冊）

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　岡村二丁目　地内 R3.9.2 R4.1.31 R3.8.31 27,100,000 28,270,000 （有）大和設備

令和３年度　市道１－７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３丁目
地内

R3.9.6 R3.12.17 R3.8.31 19,300,000 19,440,000 杉村設備（株）



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
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令和３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 R3.9.3 R3.12.17 R3.8.31 16,600,000 17,320,000 （株）シガテクノス

令和３年度　市道５３１２７・５３１２８号
線路面復旧舗装工事

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市　中洲上金子他　地
内

R3.9.8 R3.12.24 R3.9.2 6,650,000 6,950,000 渋崎建設（株）

令和３年度　諏訪市公共下水道　小川地区路
面復旧舗装工事

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　豊田小川　地内 R3.9.3 R3.11.30 R3.9.2 4,600,000 4,640,000 （有）住建総業

令和３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（その２）

建設部 都市計画課 一般競争入札
諏訪市　湖岸通り２～４丁
目　地内

R3.9.10 R4.3.31 R3.9.7 71,000,000 71,250,000 （株）シガテクノス

令和３年度こなみ保育園２階テラス防水工事
健康福祉部 こども
課

指名競争入札
諏訪市大字湖南３２１０
こなみ保育園

R3.12.28 R3.9.7 不落

令和３年度　内水排除施設冠水応急復旧工事 建設部 建設課 随意契約 諏訪市　大手二丁目　地内 R3.9.10 R3.9.30 R3.9.9 742,000 742,000 （株）小松製作所

令和３年度　女沢川災害応急復旧修繕工事 建設部 建設課 随意契約 諏訪市　中洲神宮寺　地内 R3.9.10 R3.9.30 R3.9.9 668,000 668,980 （株）藤森工務店

令和３年度　西沢川災害応急復旧浚渫工事 建設部 建設課 随意契約
諏訪市　中洲　神宮寺　地
内

R3.9.10 R3.9.30 R3.9.9 680,000 680,000 （株）藤森工務店

令和３年度　砥沢川災害応急復旧工事 建設部 建設課 随意契約
諏訪市　湖南南真志野　地
内

R3.9.10 R3.9.30 R3.9.9 554,000 554,000 ㈲黒岩重機

令和3年度　唐沢川災害復旧応急浚渫工事 建設部 建設課 随意契約 諏訪市　湖南　大熊　地内 R3.9.10 R3.9.30 R3.9.9 659,000 659,340 藤森土木建設（株）

令和3年度　西方中継ポンプ場設備改良工事 水道局 施設課 一般競争入札
諏訪市　湖南北真志野　地
内

R3.9.17 R4.3.18 R3.9.14 14,200,000 14,450,000 （株）小松製作所

令和３年度　衆議院小選挙区選出議員選挙公
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 選挙管理委員
会事務局

指名競争入札 諏訪市内 R3.9.15 R3.11.5 R3.9.14 940,000 970,000 （株）春間工務店

令和３年度　市道54008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

R3.9.15 R3.11.30 R3.9.14 1,280,000 1,290,000 藤森土木建設（株）

令和３年度　市道１２１１６号線道路改良工
事

建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　上諏訪双葉ヶ丘
地内

R3.9.15 R3.12.17 R3.9.14 2,900,000 2,930,000 常盤工業（株）

令和３年度　新井浄水場神戸送水ポンプ１号
分解修繕工事

水道局 施設課 随意契約
茅野市　ちの古川１９６
地内

R3.9.15 R3.10.29 R3.9.14 840,000 860,000 （株）小松製作所

令和3年度　諏訪市公共下水道　汚水桝設置
工事№16

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　中洲福島　地内 R3.9.15 R3.12.17 R3.9.14 900,000 920,000 杉村設備（株）

令和3年度　新川水系南沢水路改修工事に伴
う有賀地区下水道管布設替工事・配水管移設
工事（合冊）

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　豊田 有賀　地内 R3.9.22 R4.3.11 R3.9.16 38,650,000 39,170,000 （株）大同建設



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
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令和2年度　（繰越）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 一般競争入札 諏訪市　豊田　文出　地内 R3.9.24 R4.3.18 R3.9.16 18,000,000 18,000,000 渋崎建設（株）

令和３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 R3.9.24 R4.2.28 R3.9.16 19,870,000 20,040,000 スワテック建設（株）

令和3年度　緊急自然災害防止事業　山崎川
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 R3.9.28 R4.2.28 R3.9.16 10,120,000 10,440,000 常盤工業（株）

令和３年度　市道５４００１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・豊田
文出　地内

R3.9.17 R3.12.13 R3.9.16 3,280,000 3,330,000 （有）伸晃

令和３年度　市道４８２３９号線緊急災害復
旧工事

建設部 建設課 随意契約
諏訪市上諏訪（霧ヶ峰）地
内

R3.9.17 R3.10.1 R3.9.16 1,800,000 1,800,000 スワテック建設（株）

令和３年度　赤津川災害復旧応急浚渫工事 建設部 建設課 随意契約 諏訪市　四賀　武津　地内 R3.9.17 R3.10.8 R3.9.16 750,000 750,000 （有）五味土木興業

令和３年度　市道１４３４３号線緊急災害復
旧工事

建設部 建設課 随意契約
諏訪市　上諏訪（科の木）
地内

R3.9.17 R3.10.8 R3.9.16 591,000 591,000 ㈲黒岩重機

令和３年度　市道４８２４０号線緊急災害復
旧工事

建設部 建設課 随意契約
諏訪市上諏訪（霧ヶ峰）地
内

R3.9.21 R3.10.8 R3.9.21 2,500,000 2,500,000 スワテック建設（株）

令和3年度　諏訪市図書館エレベーター更新
事業

教育委員会事務局
生涯学習課（図書
館）

随意契約 諏訪市湖岸通り5丁目12-18 R3.9.30 R4.2.18 R3.9.27 17,000,000 17,000,000 （株）日立ビルシステム

令和３年度　社会資本整備総合交付金事業
市道５３０９６号線道路改良工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　中洲中金子　地内 R3.9.29 R4.3.18 R3.9.28 8,100,000 8,160,000 （有）住建総業

令和３年度　上金子地区水路改修工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　中洲上金子　地内 R3.10.4 R4.2.28 R3.9.28 5,350,000 5,360,000 （株）藤森工務店

令和３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 R3.9.29 R4.1.14 R3.9.28 4,200,000 4,250,000 （株）小林工務店

令和２年度（繰越）　社会資本整備総合交付
金事業　市道５３０９６号線道路改良工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　中洲中金子　地内 R3.9.29 R4.3.18 R3.9.28 4,430,000 4,480,000 （有）住建総業

令和3年度諏訪市公共下水道社会資本整備総
合交付金（広域連携）工事に伴うマンホール
高さ調整工事

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市高島四丁目・上川一
丁目地内

R3.9.29 R3.10.29 R3.9.28 1,530,000 1,550,000 （株）大同建設

令和３年度こなみ保育園２階テラス防水工事
健康福祉部 こども
課

指名競争入札
諏訪市大字湖南３２１０
こなみ保育園

R3.9.29 R3.12.28 R3.9.28 3,550,000 3,600,000 （株）小林工務店

令和3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　角間沢
地内

R3.10.8 R4.1.17 R3.9.30 28,580,000 28,800,000 （有）マルワ住設

令和3年度　小田井沢1号橋木橋修繕工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　湖南　大熊　地内 R3.10.1 R3.11.15 R3.9.30 1,200,000 1,240,000 ㈲黒岩重機



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
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令和3年度　堀久保沢災害応急復旧工事（そ
の２）

経済部 農林課 随意契約
諏訪市　上諏訪角間新田
地内

R3.10.1 R3.10.29 R3.9.30 2,230,000 2,230,000 （株）大同建設

令和3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　四賀　武津　地内 R3.10.6 R4.1.28 R3.10.5 4,300,000 4,530,000
（株）島田建設コンサル
タント

令和３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 R3.10.6 R4.2.10 R3.10.5 4,070,000 4,110,000 （有）五味土木興業

令和３年度　市道１３３０４号線　緊急災害
復旧工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　角間新田　地内 R3.10.6 R4.3.18 R3.10.5 3,100,000 3,120,000 （株）春間工務店

令和3年度　森林づくり推進支援金事業　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 R3.10.6 R4.1.17 R3.10.5 2,000,000 2,020,000 （株）藤森工務店

令和3年度　諏訪市公共下水道　上川汚水枝
線第1工事・配水管移設工事（合冊）

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　上川三丁目　地内 R3.10.13 R4.2.10 R3.10.7 17,600,000 17,970,000 スワテック建設（株）

令和３年度　諏訪市公共下水道　小川地区第
１工事

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市　豊田小川・文出
地内

R3.10.12 R4.1.14 R3.10.7 5,000,000 5,090,000 （株）大同建設

令和３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　四賀普門寺　地内 R3.10.8 R4.3.18 R3.10.7 8,600,000 8,840,000 常盤工業（株）

令和3年度　NO.32（島崎川）内水排除施設架
台取替災害復旧工事

建設部 建設課 随意契約 諏訪市　高島四丁目　地内 R3.10.8 R3.12.28 R3.10.7 1,014,000 1,014,000 （株）小松製作所

令和３年度　市道３４１７４号線緊急災害復
旧工事

建設部 建設課 随意契約 諏訪市　豊田上野　地内 R3.10.8 R3.10.29 R3.10.7 610,000 610,000 ㈲黒岩重機

令和３年度　市道３４１５０号線緊急災害復
旧工事

建設部 建設課 随意契約 諏訪市豊田上野地内 R3.10.8 R3.11.5 R3.10.7 2,620,000 2,625,000 （株）小泉建築

令和３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

R3.10.13 R3.12.28 R3.10.12 2,050,000 2,090,000 （有）伸晃

令和３年度　市道６５３０４号線緊急災害復
旧工事（その２）

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　湖南板沢　地内 R3.10.13 R4.1.14 R3.10.12 1,930,000 1,950,000 ㈲黒岩重機

令和３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 R3.10.13 R3.12.24 R3.10.12 1,800,000 1,810,000 （有）伸晃

令和3年度　林道田辺山線緊急災害復旧工事 経済部 農林課 随意契約
諏訪市　湖南日向入山　地
内

R3.10.13 R3.11.5 R3.10.12 1,800,000 1,800,000 スワテック建設（株）

令和３年度　諏訪市公共下水道　北真志野汚
水枝線工事に伴う路面復旧舗装工事

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市　湖南 北真志野　地
内

R3.10.18 R3.12.22 R3.10.14 4,600,000 4,670,000 藤森土木建設（株）

令和３年度　二本松教員住宅解体工事
教育委員会事務局
教育総務課

指名競争入札 諏訪市上諏訪9255-40　地内 R3.10.15 R4.1.31 R3.10.14 3,880,000 4,490,000 スワテック建設（株）
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令和３年度　市道２１００１号線　緊急災害
復旧工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　湖岸通り　地内 R3.10.15 R4.3.18 R3.10.14 3,980,000 4,040,000 笠原建設工業（株）

令和３年度　市道34155号線緊急災害復旧工
事（その2）

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田　上野　地内 R3.10.15 R3.12.3 R3.10.14 780,000 800,000 （株）小泉建築

令和3年度　武津橋木橋修繕工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　四賀　武津　地内 R3.10.15 R3.11.30 R3.10.14 950,000 960,000 （株）春間工務店

令和３年度　足倉配水池紫外線処理装置スト
レーナー取替工事

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市　上諏訪　角間沢
地内

R3.10.15 R3.12.24 R3.10.14 3,600,000 3,610,000 甲信商事（株）

令和3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 R4.3.25 R3.10.19 不落

令和3年度　林道中峠後山線緊急災害復旧工
事

経済部 農林課 随意契約
諏訪市　湖南北真志野　地
内

R3.10.20 R3.11.15 R3.10.19 2,700,000 2,700,000 渋崎建設（株）

令和3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5）

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市　湖岸通り一・二丁
目　地内

R3.10.22 R4.1.28 R3.10.21 8,200,000 8,450,000 常盤工業（株）

令和３年度　しんきん諏訪湖スタジアム観覧
席修繕工事

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　地内 R3.10.22 R4.1.28 R3.10.21 1,250,000 1,310,000 （株）藤森工務店

令和３年度　市道６５３６７号線緊急災害復
旧工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　湖南後山　地内 R3.10.22 R4.1.31 R3.10.21 1,840,000 1,870,000 ㈲黒岩重機

令和３年度　男沢川緊急災害復旧工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　中洲神宮寺　地内 R3.10.22 R4.1.31 R3.10.21 1,460,000 1,480,000 （有）住建総業

令和3年度　市道34155号線緊急災害復旧工事
（その3）に伴う設計業務委託

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田　上野　地内 R3.10.22 R4.1.28 R3.10.21 2,450,000 2,510,000 （株）フジテック

令和３年度豊田公民館工芸棟建設工事実施設
計業務委託

教育委員会事務局
生涯学習課（公民
館）

指名競争入札
諏訪市大字豊田字小場沢
2418-1　他9筆

R3.10.22 R4.1.20 R3.10.21 2,050,000 2,100,000
（株）エム建築設計事務
所

令和３年度　諏訪市公共下水道　小川地区第
２工事

水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　豊田小川　地内 R3.10.27 R4.2.4 R3.10.26 4,090,000 4,280,000 有賀建設（株）

令和３年度　アメニティパーク周辺整備受託
事業　市道３１００２号線他１路線道路改良
工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田文出　地内 R3.10.27 R4.3.18 R3.10.26 4,490,000 4,490,000 （株）春間工務店

令和3年度 市道54013号線・1-26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 R3.10.27 R4.3.18 R3.10.26 4,350,000 4,350,000 （有）伸晃

令和3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 R3.10.27 R4.3.11 R3.10.26 1,940,000 1,990,000 （株）小林工務店

令和３年度　諏訪市剪定木等リサイクル施設
法面等復旧工事

市民環境部 環境課 指名競争入札
諏訪市上諏訪１３３３８-１
１１地内

R3.10.27 R4.3.31 R3.10.26 2,450,000 2,640,000 （株）小泉建築



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3年度　林道立石線緊急災害復旧工事 経済部 農林課 随意契約 諏訪市　中洲守屋山　地内 R3.10.27 R3.11.29 R3.10.26 1,300,000 1,300,000 渋崎建設（株）

令和３年度　市道３３０９９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　豊田有賀　地内 R3.10.29 R4.1.14 R3.10.28 1,950,000 2,050,000 諏訪管工業（株）

令和3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

R3.10.29 R4.1.31 R3.10.28 1,700,000 1,710,000 ㈱弘和

令和３年度　西沢川災害浚渫工事 建設部 建設課 随意契約
諏訪市　中洲　神宮寺　地
内

R3.10.29 R3.12.24 R3.10.28 3,450,000 3,450,000 （株）藤森工務店

令和3年度　女沢川災害浚渫工事 建設部 建設課 随意契約
諏訪市　中洲　神宮寺　地
内

R3.10.29 R3.11.26 R3.10.28 897,000 897,680 （株）藤森工務店

令和３年度　小田井沢川災害復旧浚渫工事 建設部 建設課 随意契約 諏訪市　湖南　大熊　地内 R3.10.29 R3.12.24 R3.10.28 895,000 895,000 （有）五味土木興業

令和３年度　唐沢川災害復旧浚渫工事 建設部 建設課 随意契約 諏訪市　湖南　大熊　地内 R3.10.29 R3.12.24 R3.10.28 1,818,000 1,818,000 （有）五味土木興業

令和３年度　権現沢川災害復旧浚渫工事 建設部 建設課 随意契約 諏訪市　湖南　大熊　地内 R3.10.29 R3.12.24 R3.10.28 1,790,000 1,790,000 （有）五味土木興業

令和３年度　諏訪市営住宅蓼の海第４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13322番地
3

R4.2.28 R3.11.2 不落

令和３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

R3.11.8 R4.3.22 R3.11.2 21,200,000 21,470,000 （株）シガテクノス

令和３年度　野明沢川災害応急復旧浚渫工事 建設部 建設課 随意契約
諏訪市　湖南南真志野　地
内

R3.11.4 R4.1.28 R3.11.2 727,000 727,000 スワテック建設（株）

令和3年度　No.32（島崎川）内水排除施設
モーター更新災害復旧工事

建設部 建設課 随意契約 諏訪市　高島四丁目　地内 R3.11.4 R4.3.15 R3.11.2 4,186,000 4,186,000 （株）小松製作所

令和３年度　鎌ヶ池公衆トイレ解体工事 経済部 観光課 指名競争入札 諏訪市霧ヶ峰地内 R3.11.5 R4.1.31 R3.11.4 1,240,000 1,280,000 （株）春間工務店

令和3年度　高島四丁目交差点改良工事に伴
う配水管緊急移設補償工事

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　高島四丁目　地内 R3.11.5 R3.11.30 R3.11.4 630,000 630,000 藤森土木建設（株）

令和３年度　大曲最終処分場浸出水処理施設
ｐＨ計及び混和槽洗浄器更新工事

市民環境部 環境課 随意契約
諏訪市大字上諏訪１２９６
８

R3.11.5 R4.3.31 R3.11.4 1,250,000 1,250,000
ヴェオリア・ジェネッツ
㈱

令和3年度　林道青木沢線緊急災害復旧工事 経済部 農林課 随意契約 諏訪市　湖南青木沢　地内 R3.11.10 R3.11.19 R3.11.9 4,200,000 4,200,000 （株）シガテクノス

令和3年度　上野地区水路災害復旧工事 経済部 農林課 随意契約 諏訪市　豊田上野　地内 R3.11.10 R3.11.26 R3.11.9 880,000 880,000 常盤工業（株）



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）
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（税抜）

契約業者名

令和3年度　南沢川緊急災害復旧工事 建設部 建設課 随意契約
諏訪市　湖南　南真志野
地内

R3.11.10 R3.12.24 R3.11.9 865,000 865,000 （株）小泉建築

令和３年度　砥沢川緊急災害復旧工事 建設部 建設課 随意契約
諏訪市　湖南南真志野　地
内

R3.11.10 R3.12.24 R3.11.9 952,000 952,000 （株）小泉建築

令和３年度　霧ヶ峰スキー場リフト整備工事 経済部 観光課 随意契約
諏訪市大字四賀霧ヶ峰強清
水　地内

R3.11.15 R3.12.28 R3.11.9 5,150,000 5,250,000 日本ケーブル㈱

令和３年度　市道１１２３３号線緊急災害復
旧工事　その２

建設部 建設課 随意契約 諏訪市大和地内 R3.11.12 R3.12.10 R3.11.11 1,744,000 1,744,000 ㈲黒岩重機

令和３年度　旧覗石青少年広場内整地工事
教育委員会事務局
生涯学習課

指名競争入札 諏訪市豊田覗石地内 R3.11.17 R4.3.31 R3.11.16 3,000,000 3,020,000 渋崎建設（株）

令和3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

R3.11.17 R4.3.25 R3.11.16 1,690,000 1,700,000 ㈲黒岩重機

令和3年度 市道32052号線　緊急災害復旧工
事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田小川　地内 R3.11.17 R4.3.18 R3.11.16 1,120,000 1,150,000 ㈱弘和

令和３年度　中洲小学校職員室改修工事
教育委員会事務局
教育総務課

指名競争入札 諏訪市立中洲小学校 R3.11.17 R4.1.28 R3.11.16 1,200,000 1,250,000 （株）藤森工務店

令和3年度　市内6小学校特定建築物防火設備
定期報告業務委託

教育委員会事務局
教育総務課

指名競争入札 市内6小学校 R3.11.17 R4.3.11 R3.11.16 1,870,000 1,870,000 諏訪総合設計（株）

令和3年度　市内4中学校特定建築物防火設備
定期報告業務委託

教育委員会事務局
教育総務課

指名競争入札 市内4中学校 R3.11.17 R4.3.11 R3.11.16 1,350,000 1,400,000 （株）サイト

令和３年度市内１３保育園特定建築物定期調
査報告書作成業務委託

健康福祉部 こども
課

随意契約(不調
随契)

市内１３保育園 R3.11.17 R4.3.11 R3.11.16 1,600,000 1,670,000 諏訪総合設計（株）

令和３年度　市道１－３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 R3.11.19 R4.3.14 R3.11.18 3,000,000 3,060,000 （有）伸晃

令和３年度市道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　小川　地内 R3.11.19 R4.3.18 R3.11.18 1,550,000 1,600,000 （株）春間工務店

令和3年度　市有林整備事業　科の木複層林
上層木伐採業務委託

経済部 農林課 指名競争入札
諏訪市　上諏訪角間沢西
地内

R3.11.26 R4.3.28 R3.11.25 2,800,000 4,080,000 （有）早川実業

令和3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６）

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市　湖岸通り四・五丁
目　地内

R4.3.18 R3.11.30 不落

令和３年度　緊急自然災害防止事業　武井田
川水系神宮寺地区水路改修工事

建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　中洲　神宮寺　地
内

R3.12.3 R4.3.25 R3.11.30 6,700,000 6,800,000 （株）藤森工務店

令和3年度　市道62221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 R3.12.1 R4.3.14 R3.11.30 1,820,000 1,820,000 ㈲黒岩重機
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令和3年度　林道田辺山線災害復旧工事 経済部 農林課 指名競争入札
諏訪市　湖南日向入山　地
内

R3.12.1 R4.3.28 R3.11.30 2,270,000 2,390,000 ㈲黒岩重機

令和３年度　諏訪市営住宅蓼の海第４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13322番地
3

R4.3.18 R3.12.2 不落

令和３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 一般競争入札 諏訪市湖畔公園 R3.12.10 R4.3.31 R3.12.2 11,500,000 11,760,000 （株）シガテクノス

令和3年度　強化型橋梁点検業務委託 建設部 建設課
随意契約(不調
随契)

諏訪市内 R3.12.7 R4.3.25 R3.12.2 3,200,000 3,480,000 （株）ジッソク

令和３年度　すわっこランド２５ｍプール三
方弁他取替工事

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

R3.12.3 R4.3.31 R3.12.2 1,900,000 1,920,000 （株）アクアテック杉村

令和3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 R3.12.8 R4.3.22 R3.12.7 2,730,000 2,730,000 笠原建設工業（株）

令和3年度　市道12052号線道路改良工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　岡村二丁目　地内 R3.12.8 R4.3.25 R3.12.7 1,170,000 1,170,000 （株）春間工務店

令和３年度　市道５１２１２号線緊急災害復
旧工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　中洲神宮寺　地内 R4.3.18 R3.12.7 不落

令和３年度　諏訪市公共下水道　文出ポンプ
場ポンプ配管修繕工事

水道局 施設課 随意契約
諏訪市　文出ポンプ場（豊
田文出）

R3.12.8 R4.2.10 R3.12.7 950,000 950,000 （株）メエップ

令和3年度　諏訪市公共下水道　汚水桝設置
工事№25

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　四賀普門寺　地内 R3.12.10 R4.2.28 R3.12.9 580,000 580,000 （株）シガテクノス

令和3年度 市道12152号線道路改良工事 建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　諏訪一・二丁目
地内

R4.3.25 R3.12.14 不落

令和3年度　市道64058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

R3.12.15 R4.3.25 R3.12.14 2,100,000 2,130,000 ㈲黒岩重機

令和３年度　市道５１２１２号線緊急災害復
旧工事

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　中洲神宮寺　地内 R3.12.17 R4.3.25 R3.12.16 1,540,000 1,560,000 渋崎建設（株）

令和３年度　諏訪市公共下水道　マンホール
ポンプ場電気系設備修繕工事

水道局 施設課 随意契約

諏訪市新川南真志野ポンプ
場、新川南真志野第２ポン
プ場、南真志野第３ポンプ
場、細久保ポンプ場、普門
寺ポンプ場

R3.12.17 R4.3.18 R3.12.16 2,720,000 2,760,000 （株）メエップ

令和3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６）

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市　湖岸通り四・五丁
目　地内

R3.12.24 R4.3.25 R3.12.21 6,100,000 6,160,000 渋崎建設（株）

令和3年度　市道1-8・2-25・21025号線測量
業務委託

建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　湖岸通り四丁目・
大手一丁目　地内

R3.12.22 R4.3.28 R3.12.21 2,050,000 2,160,000 （株）中部測地研究所
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令和3年度　諏訪市公共下水道　汚水桝設置
工事№27

水道局 施設課 随意契約 諏訪市　四賀飯島　地内 R3.12.22 R4.3.11 R3.12.21 490,000 490,000 渋崎建設（株）

令和３年度　サイクリングロード整備事業関
連　間欠泉センター横駐車場整備工事

建設部 都市計画課 一般競争入札
諏訪市　湖岸通り２丁目
地内

R3.12.28 R4.3.31 R3.12.23 13,270,000 13,520,000 常盤工業（株）

令和３年度　庁舎温泉暖房配湯管漏湯修繕工
事

総務部 総務課 指名競争入札 諏訪市役所庁舎　地内 R3.12.24 R4.3.31 R3.12.23 1,030,000 1,050,000 渋崎建設（株）

令和3年度　諏訪市公共下水道　中金子マン
ホールポンプ場圧送管改良工事

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市中金子ポンプ場（中
洲中金子）

R3.12.24 R4.3.22 R3.12.23 2,700,000 2,700,000 渋崎建設（株）

令和3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 R3.12.24 R4.3.28 R3.12.23 4,230,000 4,300,000 （有）小松総業

令和３年度　諏訪市営住宅蓼の海第４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13322番地
3

R4.1.18 R4.3.31 R4.1.11 22,000,000 23,540,000 （株）小泉建築

令和３年度（繰越）　諏訪市公共下水道　中
金子汚水枝線第２工事

水道局 施設課 一般競争入札 諏訪市　中洲中金子　地内 R4.1.17 R4.5.13 R4.1.11 11,480,000 11,630,000 （株）シガテクノス

令和３年度　市内小中学校手洗器自動水栓取
付工事

教育委員会事務局
教育総務課

指名競争入札
諏訪市内　５小学校・４中
学校

R4.1.12 R4.3.16 R4.1.11 6,700,000 6,780,000 （株）アクアテック杉村

令和３年度　市内１３保育園手洗器自動水栓
取付工事

健康福祉部 こども
課

指名競争入札 諏訪市内　１３保育園 R4.1.12 R4.3.31 R4.1.11 5,400,000 5,610,000 （株）アクアテック杉村

令和3年度 市道12152号線道路改良工事 建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　諏訪一・二丁目
地内

R4.1.12 R4.3.25 R4.1.11 1,800,000 1,830,000 （有）丸小建設

令和３年度 補助事業(改築) (仮称)諏訪湖ス
マートICアクセス工事 ３・４・５工区に伴
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 R4.1.12 R5.2.17 R4.1.11 14,000,000 14,000,000
（公財）長野県建設技術
センター

令和３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（その２）

建設部 都市計画課 一般競争入札 諏訪市湖畔公園内 R4.1.18 R4.3.31 R4.1.13 20,300,000 20,520,000 渋崎建設（株）

令和３年度　諏訪市老人福祉センター解体工
事に伴う工損事前調査業務委託

健康福祉部 高齢者
福祉課

指名競争入札
諏訪市湖岸通り四丁目１－
２８　付近

R4.1.20 R4.3.31 R4.1.13 6,050,000 7,340,000 （株）内田測量

令和3年度 清水地区水路改修工事 建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　清水二丁目　地内 R4.1.14 R4.3.28 R4.1.13 1,770,000 1,780,000 （株）春間工務店

令和3年度　温泉施設監視制御盤改良工事 水道局 施設課 指名競争入札 茅野市　ちの古川196　地内 R4.1.19 R4.3.25 R4.1.18 950,000 970,000 （株）小松製作所

令和３年度　大和第二配水池流量計更新工事 水道局 施設課 指名競争入札 諏訪市　大和２丁目　地内 R4.1.19 R4.3.25 R4.1.18 1,400,000 1,460,000 （株）小松製作所

令和３年度　市道５４００１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　中洲下金子・豊田
文出　地内

R4.1.19 R4.3.30 R4.1.18 2,080,000 2,180,000 （有）伸晃



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）
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令和3年度　（繰越）諏訪市公共下水道　南
真志野汚水枝線第1工事

水道局 施設課 一般競争入札
諏訪市　湖南　南真志野
地内

R4.1.25 R4.5.20 R4.1.20 15,600,000 17,500,000 渋崎建設（株）

令和3年度　諏訪市蓼科保養学園プールサイ
ド石積改修工事

健康福祉部 こども
課

指名競争入札 茅野市北山小斉4035-1074 R4.1.21 R4.3.31 R4.1.20 950,000 1,000,000 （株）藤森工務店

令和３年度　市道３４１７４号線緊急災害復
旧工事その２

建設部 建設課 指名競争入札 諏訪市　豊田上野　地内 R4.1.26 R4.3.31 R4.1.25 5,650,000 5,690,000 （有）住建総業

令和3年度　細久保地区農地災害復旧工事 経済部 農林課 指名競争入札 諏訪市　四賀細久保　地内 R4.1.26 R4.3.28 R4.1.25 2,700,000 2,740,000 （有）五味土木興業

令和3年度　緊急自然災害防止対策事業　文
出地区水路改修工事

経済部 農林課 指名競争入札 諏訪市　豊田文出　地内 R4.2.1 R4.3.28 R4.1.25 7,850,000 7,870,000 （株）小林工務店

令和3年度　湯の脇配湯場他　設備改良工事 水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市　湯の脇1丁目他　地
内

R4.2.3 R4.3.25 R4.2.1 6,950,000 7,030,000 （株）小松製作所

令和3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 R4.2.2 R4.3.28 R4.2.1 1,780,000 2,080,000 （有）住建総業

令和3年度　諏訪中央公園複合遊具修繕工事 建設部 都市計画課 随意契約 諏訪市　諏訪中央公園内 R4.2.2 R4.3.31 R4.2.1 1,070,000 1,070,000 （株）三英日体

令和3年度諏訪市公共下水道社会資本整備総
合交付金（広域連携）工事に伴うマンホール
高さ調整工事（その２）

水道局 施設課 指名競争入札
諏訪市高島四丁目・上川一
丁目地内

R4.2.9 R4.3.18 R4.2.8 700,000 730,000 藤森土木建設（株）

令和3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 R4.2.9 R4.3.28 R4.2.8 1,550,000 1,560,000 （有）五味土木興業

令和3年度　公設地方卸売市場青果棟東側外
壁他改修工事

経済部 公設地方卸
売市場

指名競争入札
諏訪市大字湖南3873　公設
地方卸売市場内

R4.2.14 R4.3.31 R4.2.10 5,000,000 5,070,000 （株）小泉建築

令和３年度　災害復旧浚渫排土処理委託 建設部 建設課 指名競争入札
諏訪市　湖岸通り5丁目11番
奥、衣の渡川左岸

R4.2.14 R4.3.15 R4.2.10 6,700,000 6,900,000 （有）五味土木興業

令和３年度　補助事業(改築) 　(仮称)諏訪
湖スマートＩＣアクセス工事　３工区

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　豊田有賀　地内 R4.2.22 R4.11.11 R4.2.15 79,800,000 80,490,000 スワテック建設（株）

令和３年度　すわっこランド玄関階段他修繕
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

R4.3.31 R4.2.15 不落

令和3年度　覗石地区農地災害復旧工事 経済部 農林課 指名競争入札 諏訪市　豊田覗石　地内 R4.2.24 R4.3.31 R4.2.22 1,760,000 1,810,000 （有）小松総業

令和3年度　上野地区農地災害復旧工事（そ
の１）

経済部 農林課 指名競争入札 諏訪市　豊田上野　地内 R4.2.24 R4.3.31 R4.2.22 1,430,000 1,470,000 （株）小泉建築

令和3年度　上野地区農地災害復旧工事（そ
の２）

経済部 農林課 指名競争入札 諏訪市　豊田上野　地内 R4.2.24 R4.3.31 R4.2.22 2,680,000 2,720,000 ㈱弘和



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３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 R4.2.24 R4.3.25 R4.2.22 1,780,000 1,840,000 藤森土木建設（株）

令和３年度　すわっこランド玄関階段他修繕
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

R4.2.25 R4.3.31 R4.2.24 1,000,000 1,000,000 スワテック建設（株）

令和3年度　堀久保沢災害応急復旧工事（そ
の３）

経済部 農林課 随意契約
諏訪市　上諏訪角間新田
地内

R4.2.25 R4.3.31 R4.2.24 2,360,000 2,360,000 （株）大同建設

令和３年度　補助事業（改築）　（仮称）諏
訪湖スマートICアクセス工事　５工区

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　豊田有賀　地内 R4.4.4 R4.12.9 R4.3.29 95,000,000 96,430,000 藤森土木建設（株）

令和３年度　補助事業（改築）　（仮称）諏
訪湖スマートICアクセス工事　４工区

建設部 建設課 一般競争入札 諏訪市　豊田有賀　地内 R4.4.4 R4.12.9 R4.3.29 93,600,000 95,100,000 （株）大同建設


