
令和4年度　当初予算に係る公共工事等発注見通し

発  注  課 工　事　(委託)　の　名　称 工 事　(委託)　箇 所 工　事　(委託)　概　要 工事(委託) 期間 契約方法 工　　種
入札(見積)
の予定時

期

危機管理室 令和４年度老人福祉センター解体工事に伴う子局移設工事 湖岸通り4丁目670-204 老人福祉センター解体工事に伴う子局移設工事 １ヶ月 随意契約 電気通信 ４月

建設課 （繰越）（社資）市道53096号線道路改良工事 中洲中金子
施工延長 L=47m
排水構造物工 L=75m 打換工 A=200m2

６ヶ月 指名競争入札 土木一式 ４月

建設課 市道55057号線道路改良工事 中洲福島新町
施工延長 L=25m
排水構造物工 L=50m　表層工 A=120m2

４ヶ月 指名競争入札 土木一式 ４月

建設課 市道47090・47097号線舗装修繕工事 沖田町三丁目
施工延長 L=80m
水路修繕 L=110m　表層工 A=400m2

４ヶ月 指名競争入札 土木一式 ４月

建設課 （繰越）上野地区緊急災害復旧工事 豊田上野
施工延長 L=20m
法面復旧工 N=1式

４ヶ月 一般競争入札 土木一式 ４月

高齢者福祉課 令和４年度　諏訪市老人福祉センター　解体工事 湖岸通り4丁目　地内 本体棟解体撤去、浄化槽解体撤去、外構・その他解体撤去 １１ヶ月 一般競争入札 解体工事 ４月

高齢者福祉課 令和４年度　諏訪市老人福祉センター　解体工事　監理業務委託 湖岸通り4丁目　地内
現地確認、作業状況確認、施工確認、設計意図伝達、設計変更対応、
報告書作成、検査対応

１１ヶ月 随意契約 建設コンサル等 ４月

施設課 柳並源湯・配湯場設備改良工事 大手1丁目　地内 源湯設備改良工1式・配湯設備改良工1式 ６ヶ月 一般競争入札 機械器具設置 ４月

施設課
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(繰越分)

湖南南真志野 マンホールトイレ設置10基ほか ７ヶ月 一般競争入札 土木一式 ４月

施設課 諏訪市公共下水道　マンホール鉄蓋取替工事 市内 マンホール鉄蓋取替え　Ｎ＝150箇所 １０ヶ月 一般競争入札 土木一式 ４月

施設課 諏訪市公共下水道　総合地震対策工事（その１） 豊田有賀 管口可とう化Ｎ＝16箇所 ６ヶ月 一般競争入札 土木一式 ４月

施設課 諏訪市公共下水道　実施設計業務委託 市内 実施設計（詳細設計）　推進・開削工法Ｌ＝300ｍ ７ヶ月 指名競争入札 建設コンサル等 ４月

都市計画課 諏訪中央公園親水池噴水化改修工事 諏訪中央公園 噴水改修（直上及びアーチ） ４ヶ月 一般競争入札 土木一式 ４月

施設課 市道1-6号線配水管布設替工事 湖岸通り五丁目 布設替工　HPPEφ75、100　L=260m ４ヶ月 一般競争入札 水道施設 ４月

施設課 県道諏訪辰野線、市道①-6号線配水管布設替工事に伴う路面復旧工事 大手二丁目 切削オーバーレイ工＆打ち換え工　A=1600㎡ ３ヶ月 一般競争入札 舗装 ４月

施設課 中門配湯場設備改良工事 清水3　地内 配湯設備改良工1式 ６ヶ月 一般競争入札 機械器具設置 ５月

施設課 諏訪市公共下水道　マンホールポンプ場自家発電設備設置工事 中洲福島 自家発電設備設置　一式 ７ヶ月 一般競争入札 機械器具設置 ５月

生涯学習課 令和4年度諏訪市豊田公民館工芸棟建設工事 諏訪市大字豊田2591 地上一階木造50㎡、陶芸電気炉設置 ５ヶ月 一般競争入札 建築一式 ５月

都市計画課 湖岸武津線関連道路整備事業に伴う用地測量業務委託
諏訪市　上川一丁目、
二丁目　地内

用地測量　Ａ＝1.52万㎡ ３ヶ月 指名競争入札 建設コンサル等 ５月

施設課 市道53107号線配水管布設替工事 中洲上金子 布設替工　DIP（GX）φ250　L=100m ３ヶ月 一般競争入札 水道施設 ５月

施設課 市道1-30号線配水管布設替工事 湖南北真志野 布設替工　HPPEφ75　L=100m ２ヶ月 指名競争入札 水道施設 ５月

施設課 市道1-28号線配水管布設替工事に伴う路面復旧工事 豊田小川 切削オーバーレイ工　A=540㎡ ３ヶ月 指名競争入札 舗装 ５月

施設課 漏水修理工事に伴う路面復旧工事 県道・市道 舗装打ち換え ３ヶ月 指名競争入札 舗装 ５月

施設課 市道1-11号線配水管布設替工事 大和一丁目 布設替工　DIP（GX）φ75　L=130m ３ヶ月 一般競争入札 水道施設 ５月
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教育総務課 旧城北小学校冷暖房設備移設工事
上諏訪中学校・諏訪西
中学校・旧城北小学校

旧城北小に保管しているエアコンの移設 ４ヶ月 一般競争入札 管 ６月

教育総務課 諏訪南中学校給食室床改修工事 諏訪南中学校 給食室内の床塗膜塗装改修 ４ヶ月 指名競争入札 建築一式 ６月

建設課 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 中洲福島
施工延長 L=300ｍ
切削オーバーレイ工

４ヶ月 一般競争入札 舗装 ６月

建設課 公共施設等適正管理推進事業　市道1-32号線舗装修繕工事 湖南・中洲
施工延長 L=800ｍ
オーバーレイ工 A=4,000m2

６ヶ月 一般競争入札 舗装 ６月

建設課 公共施設等適正管理推進事業　市道51192・52203号線舗装修繕工事 中洲神宮寺・南町
施工延長 L=400ｍ
オーバーレイ工

４ヶ月 指名競争入札 舗装 ６月

建設課 尾玉町市道融雪施設修繕工事 上諏訪尾玉町
施工延長 L=110m
ロードヒーティング用硬質管φ25布設工

３ヶ月 指名競争入札 管 ６月

建設課 市道52141号線舗装修繕工事 中洲上金子
施工延長 L=45m
水路修繕工 L=40m　表層工 A=200m2

４ヶ月 指名競争入札 土木一式 ６月

施設課 あやめ源湯・配湯場オーバー管改良工事 湖岸通り1丁目　地内 オーバー管改良工1式 ４ヶ月 指名競争入札 土木一式 ６月

施設課 諏訪市公共下水道　総合地震対策工事(繰越分) 高島三丁目 管口可とう化Ｎ＝10箇所 ５ヶ月 一般競争入札 土木一式 ６月

施設課 諏訪市公共下水道　マンホールポンプ更新工事 市内 マンホールポンプ更新　一式 ７ヶ月 指名競争入札 機械器具設置 ６月

施設課 諏訪市公共下水道　地質土質調査業務委託 市内 機械ボーリング，土質試験等　一式 ５ヶ月 指名競争入札 建設コンサル等 ６月

生涯学習課 諏訪市文化センター陸屋根改修工事 諏訪市文化センター 屋上防水改修工事 ２ヶ月 一般競争入札 建築一式 ６月

都市計画課 都市公園トイレ手洗器自動水洗化工事 諏訪市湖畔公園ほか 自動水洗取付34カ所ほか ６ヶ月 指名競争入札 管 ６月

建設課 補助事業（改築）（仮称）諏訪湖スマートICアクセス工事 豊田有賀 施工延長 L=200m ８ヶ月 一般競争入札 土木一式 ６月

施設課 舗装長寿命化修繕計画に伴う1-4号線配水管布設替工事 中洲福島 布設替工　DIP（GX）φ75　L=100m ３ヶ月 指名競争入札 水道施設 ６月

施設課 新井浄水場次亜タンク室改良工事 茅野市宮川　新井 防液堤及び次亜タンク設置 ９ヶ月 一般競争入札 機械器具設置 ６月

施設課 足倉配水池紫外線処理装置改良工事 上諏訪（角間新田） ストレーナー改良工事　一基 ９ヶ月 一般競争入札 機械器具設置 ６月

施設課 新井浄水場第1水源ポンプ改良工事 茅野市宮川　新井 取水ポンプ改良工事 ９ヶ月 一般競争入札 機械器具設置 ６月

施設課 新井浄水場神戸系第4送水ポンプ改良工事 茅野市宮川　新井 送水ポンプ改良工事 ９ヶ月 一般競争入札 機械器具設置 ６月

施設課 国道20号配水管布設替工事 諏訪二丁目 布設替工　DIP（GX）φ250　L=200m ６ヶ月 一般競争入札 水道施設 ６月

施設課 県道白樺湖小諸線送水管布設替工事に伴う路面復旧工事（その1） 上諏訪（角間新田） 切削オーバーレイ工　A=1600㎡ ３ヶ月 一般競争入札 舗装 ６月

施設課 県道白樺湖小諸線配水管布設替工事に伴う路面復旧工事（その2） 岡村二丁目 切削オーバーレイ工　A=1750㎡ ３ヶ月 一般競争入札 舗装 ６月

建設課 市道62221号線道路改良工事 湖南大熊
施工延長 L=40m
排水構造物工 N=1.0式

３ヶ月 指名競争入札 土木一式 ７月

建設課 市道1-12号線舗装修繕工事 湯の脇
施工延長 L=35ｍ
打換工 A=200m2

３ヶ月 指名競争入札 舗装 ７月

施設課 市道23109号線・湯小路源湯送湯管布設替工事 小和田　地内 ＧＮＧφ100　Ｌ＝100ｍ ５ヶ月 一般競争入札 水道施設 ７月

施設課 茶臼山中継ポンプ場設備改良工事 茶臼山　地内 中継設備改良工1式 ６ヶ月 指名競争入札 機械器具設置 ７月
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施設課 市道12174号線配湯管布設替工事 湯の脇2丁目　地内 ＩＯＰφ25　Ｌ＝50ｍ ５ヶ月 指名競争入札 水道施設 ７月

施設課 諏訪市公共下水道　武津汚水枝線工事・武津地区工事 四賀武津 開削工　ＰＲＰφ200　Ｌ＝80ｍ ７ヶ月 一般競争入札 土木一式 ７月

施設課 覗石配水池高度浄水処理施設整備に係る設計業務委託 豊田覗石 設計業務委託 ７ヶ月 指名競争入札 建設コンサル等 ７月

施設課 スマートIC整備に伴う市道33103号線配水管移設工事 豊田有賀 布設替工　DIP（GX）φ75　L=120m ６ヶ月 一般競争入札 水道施設 ７月

施設課 導・送水管布設替工事に係る設計業務委託 未定 設計業務委託 ７ヶ月 一般競争入札 建設コンサル等 ７月

施設課 配水管布設替工事に係る設計業務委託 未定 設計業務委託 ７ヶ月 一般競争入札 建設コンサル等 ７月

環境課 令和4年度　角間新田第一共同浴場貯湯タンク更新工事 諏訪市角間新田地内
貯湯タンク18t設置
貯湯タンク設置工一式　コンクリート架台拡幅工一式

２ヶ月 一般競争入札 管 ８月

建設課 市道54001号線道路改良工事 豊田文出・中洲下金子
施工延長 L=28m
排水構造物工 L=20m 打換工 A=200m2

４ヶ月 指名競争入札 土木一式 ８月

施設課 県道諏訪白樺湖小諸線路面復旧舗装工事 岡村2丁目　地内 舗装工　Ａ＝200㎡ ５ヶ月 指名競争入札 舗装 ８月

施設課 諏訪市公共下水道　南真志野汚水枝線第１工事 湖南南真志野 開削工　ＰＲＰφ200　Ｌ＝40ｍ ７ヶ月 一般競争入札 土木一式 ８月

施設課 諏訪市公共下水道　総合地震対策工事（その２） 高島三丁目 管口可とう化Ｎ＝4箇所 ５ヶ月 一般競争入札 土木一式 ８月

生涯学習課 車山湿原木道整備工事 四賀霧ヶ峰 天然記念物内の木道新設工事 ４ヶ月 指名競争入札 土木一式 ８月

都市計画課 湖岸武津線関連道路整備事業に伴う物件調査業務委託
諏訪市　上川一丁目
地内

非木造建物　1棟、　　附帯工作物 3戸
生産設備　　 1設備　 移転雑費等

３ヶ月 指名競争入札 建設コンサル等 ８月

都市計画課 令和４年度防災・安全交付金事業高島公園・西山公園遊具更新工事 高島公園・西山公園 複合遊具更新（設置撤去） ８ヶ月 一般競争入札 造園 ８月

都市計画課 サイクリングロード整備事業関連　湖畔公園整備工事 諏訪市湖畔公園 小径の駅等 ６ヶ月 一般競争入札 土木一式 ８月

施設課 県道諏訪白樺湖小諸線送水管布設替工事 上諏訪 布設替工　DIP（GX）φ150　L=600m ４ヶ月 一般競争入札 水道施設 ８月

施設課 市道1-28号線配水管布設替工事 豊田小川 布設替工　DIP（GX）φ200　L=400m ４ヶ月 一般競争入札 水道施設 ８月

施設課 県道諏訪白樺湖小諸線配水管布設替工事 上諏訪（双葉ケ丘） 布設替工　DIP（GX）φ75　L=300m ４ヶ月 一般競争入札 水道施設 ８月

建設課 市道23195号線道路改良工事 上川三丁目
施工延長 L=50m
排水構造物工 L=50m 舗装工A=200m2

５ヶ月 指名競争入札 土木一式 ９月

建設課 市道32187・32220号線道路改良工事 豊田小川
施工延長 L=40m
擁壁工 L=40m

４ヶ月 指名競争入札 土木一式 ９月

建設課 市道33099号線道路改良工事 豊田有賀
施工延長 L=100m
排水構造物工 L=100m 舗装工A=300m2

５ヶ月 指名競争入札 土木一式 ９月

建設課 市道2-22号線道路改良工事 豊田覗石 施工延長 L=60m ４ヶ月 指名競争入札 土木一式 ９月

建設課 市道1-3号線道路改良工事 中洲下金子
施工延長 L=40m
排水構造物工 L=40m　縁石工 L=40m

４ヶ月 指名競争入札 土木一式 ９月

建設課 市道55042号線道路改良工事 中洲福島
施工延長 L=33m
排水構造物工 L=24m

４ヶ月 指名競争入札 土木一式 ９月

建設課 市道46001号線道路改良工事 四賀赤沼
施工延長 L=80m
排水構造物工 N=1.0式

５ヶ月 指名競争入札 土木一式 ９月

建設課 アメニティパーク周辺整備受託事業　市道31002号線道路改良工事 豊田文出
施工延長 L=60m
排水構造物工 L=49m　表層工 A=240m2

５ヶ月 指名競争入札 土木一式 ９月
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建設課 公共施設等適正管理推進事業　市道1-7号線舗装修繕工事 湖岸通り三丁目
施工延長 L=190ｍ
切削オーバーレイ工

４ヶ月 指名競争入札 舗装 ９月

建設課 緊急自然災害防止事業　新川水系南沢改修工事 豊田有賀
施工延長 L=150m
水路工 L=150m

６ヶ月 一般競争入札 土木一式 ９月

建設課 緊急自然災害防止事業　山崎川改修工事 四賀桑原
施工延長 L=50m
ブロック積補修工　一式

４ヶ月 指名競争入札 土木一式 ９月

建設課 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 中洲神宮寺
施工延長 L=100m
水路工 L=100m

６ヶ月 一般競争入札 土木一式 ９月

建設課 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 中洲神宮寺
施工延長 L=35m
水路工 L=35m

４ヶ月 一般競争入札 土木一式 ９月

建設課 緊急自然災害防止事業　舟渡川水系　福島渋抜川改修工事 中洲(福島・福島新町)
施工延長 L=40ｍ
L型水路布設工 L=40m

５ヶ月 一般競争入札 土木一式 ９月

建設課 緊急自然災害防止事業　鴨池川水系　鴨池川上流改修工事 湖南田辺
施工延長 L=100m
水路工 L=100m

６ヶ月 一般競争入札 土木一式 ９月

建設課 上金子地区水路改修工事 中洲上金子
施工延長 L=30ｍ
水路工 L=30ｍ

５ヶ月 指名競争入札 土木一式 ９月

都市計画課 市営住宅蓼の海第2団地屋根塗装工事 上諏訪地内 屋根塗装工事3棟 ２ヶ月 指名競争入札 建築一式 ９月

農林課 市単土地改良整備事業　角間沢地区水路改修工事
諏訪市　上諏訪大見山
地内

施工延長　L=10ｍ
水路改修工　一式

３ヶ月 指名競争入札 土木一式 ９月

施設課 舗装長寿命化修繕計画に伴う市道21025号線配水管布設替工事 湖岸通り四丁目 布設替工　DIP（GX）φ150　L=200m ３ヶ月 一般競争入札 水道施設 ９月

施設課 市道1-7号線配水管布設替工事に伴う路面復旧工事 湖岸通り三丁目 打ち換え工　A=400㎡ ３ヶ月 指名競争入札 舗装 ９月

建設課 市道1-28号線道路改良工事 豊田小川
施工延長 L=34m
排水構造物工 L=34m

３ヶ月 指名競争入札 土木一式 １０月

施設課 諏訪市公共下水道　清水地区第１工事 清水一丁目 開削工　ＰＲＰφ200　Ｌ＝60ｍ ４ヶ月 一般競争入札 土木一式 １０月

農林課 守屋山バイオトイレ設置工事
諏訪市　中洲神宮寺
地内

バイオトイレ設置工　N=1箇所 ５ヶ月 一般競争入札 土木一式 １０月

建設課 高田川浚渫工事 豊田小川
施工延長 L=250ｍ
浚渫工 N=1.0式

５ヶ月 指名競争入札 土木一式 １１月

建設課 赤津川浚渫工事 四賀
施工延長 L=200ｍ
浚渫工 N=1.0式

５ヶ月 指名競争入札 土木一式 １１月

建設課 権現沢川浚渫工事 湖南大熊
施工延長 L=250ｍ
浚渫工 N=1.0式

５ヶ月 指名競争入札 土木一式 １１月

建設課 唐沢川浚渫工事 湖南大熊
施工延長 L=250ｍ
浚渫工 N=1.0式

５ヶ月 指名競争入札 土木一式 １１月

建設課 南沢川浚渫工事 湖南南真志野
施工延長 L=300ｍ
浚渫工 N=1.0式

５ヶ月 指名競争入札 土木一式 １１月

建設課 市道22134号線道路改良工事 高島二丁目
施工延長 L=30m
排水構造物工 L=30m

４ヶ月 指名競争入札 土木一式 １２月

高齢者福祉課 令和４年度　諏訪市老人福祉センター解体工事に伴う工損事後調査 湖岸通り4丁目　周辺 建物17棟、駐車場2箇所の工損事後調査 ３ヶ月 随意契約 建設コンサル等 １２月

施設課 諏訪市公共下水道　南真志野地区路面復旧舗装工事 湖南南真志野 舗装工一式 ３ヶ月 指名競争入札 舗装 １月


