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■長野地区の発注見通し

長野地区:長野市,須坂市,千曲市,坂城町,小布施町,高山村,信濃町,小川村,飯綱町,長野国道事務所管内,長野出張所管内,信州新町出張所管内

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京航空局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

関東地方整備局 長野国道事務所 一般競争入札 維持修繕工事 Ｒ５・Ｒ６信州新町出張所管内維持工事 長野県信州新町出張所管内

道路巡回工　１式 

道路清掃工　１式 

除雪工　１式 

除草工　１式 

応急処理工　１式

約２４か

月

Ｒ４年度 第４四

半期

関東地方整備局 長野国道事務所 一般競争入札 維持修繕工事 Ｒ５長野国道管内道路照明設備維持工事 長野県長野国道事務所管内

照明補修　１１０回、照明灯更新　２０基、トンネル照

明点検　１回、融雪設備点検　１回、臨時点検　１２

回、補修材料　１式

約１２か

月

Ｒ４年度 第４四

半期

関東地方整備局 長野国道事務所 一般競争入札 維持修繕工事 Ｒ５長野国道管内交通安全対策工事 長野県長野国道事務所管内
溶融式区画線　１式、大型標識工　１式、防護柵工１

式、仮設工　１式

約１０か

月

Ｒ５年度 第１四

半期

関東地方整備局 長野国道事務所
通常型指名競争

入札
一般土木工事 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山改良６工事 長野県千曲市稲荷山

・道路土工　約１０，０００ｍ３ 

・地盤改良工（スラリー撹拌）　約４３０本 

・排水構造物工　約６０ｍ

約８か月
Ｒ４年度 第４四

半期

関東地方整備局 長野国道事務所
通常型指名競争

入札
一般土木工事 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１１工事 長野県長野市篠ノ井塩崎地先

・道路土工　約１２，０００ｍ３ 

・地盤改良工（スラリー撹拌）　約４００本 

・排水構造物工　約６０ｍ

約８か月
Ｒ４年度 第４四

半期

関東地方整備局 長野国道事務所
通常型指名競争

入札
一般土木工事 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１２工事 長野県長野市篠ノ井塩崎地先

・道路土工　約６，０００ｍ３ 

・地盤改良工（スラリー撹拌）　約４００本 

・排水構造物工　約４０ｍ

約８か月
Ｒ４年度 第４四

半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

一般競争入札方

式
土木 長野自動車道　一本松トンネル（上り線）北補強工事 長野県千曲市

インバート設置　約０．４ｋｍ、覆工補強工　約０．６

千ｍ２

約５０か

月
第４四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

条件付一般競争

入札方式
舗装 上信越自動車道　佐久管理事務所管内舗装補修工事 群馬県安中市～長野県坂城町

舗装面積　約８万ｍ２、床版防水工　約６千ｍ２、施設

等改良工　２箇所

約２５か

月
公告済

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

条件付一般競争

入札方式
舗装 上信越自動車道　長野管内舗装補修工事 長野県坂城町～長野県信濃町 舗装面積　約１４万ｍ２、床版防水　約２千ｍ２

約３０か

月
第４四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

条件付一般競争

入札方式
舗装 長野自動車道　長野管内舗装補修工事 長野県安曇野市～長野県千曲市

舗装面積　約２０万ｍ２、床版防水　約１０千ｍ２、連

絡等施設　２箇所

約３０か

月

令和５年度第１

四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

条件付一般競争

入札方式
橋梁補修 上信越自動車道　豊洲高架橋橋はく落対策工事 長野県長野市～長野県上水内郡信濃町 剥落防止対策　約１８千ｍ２、断面修復　約７千Ｌ

約３０か

月
第４四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

条件付一般競争

入札方式
橋梁補修 長野自動車道　屋代跨線橋はく落対策工事 長野県千曲市 はく落対策　約４．５千ｍ２、断面修復　約１２千Ｌ

約３０か

月
第４四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社 随意契約方式 橋梁補修 上信越自動車道　観音沢川橋床版取替工事 長野県埴科郡坂城町～長野県千曲市 床版取替　約２千ｍ２

約１５か

月
公告済

★別表（県及び県内市町村の状況についてはこちらをクリック）
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発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

一般競争入札方

式
通信 関東支社管内　路側無線設備工事

埼玉県川口市～福島県西白河郡西郷村

埼玉県川越市～群馬県高崎市

群馬県藤岡市～長野県長野市

茨城県つくば市～茨城県水戸市

千葉市～茨城県東茨城郡茨城町

群馬県高崎市～茨城県東茨城郡茨城町

千葉県市原市～千葉県木更津市

長野県千曲市

埼玉県鶴ヶ島市～千葉県木更津市

千葉市～千葉県東金市

千葉市

ＥＴＣ設備　約６０箇所

光ケーブル延長　約１１８ｋｍ

約３０か

月
公告済

東日本高速道路

（株）関東支社
長野（管）

拡大型指名競争

入札方式
管 上信越自動車道　千曲川さかきＰＡ受水槽設備更新工事

長野県埴科郡坂城町～長野県上水内郡信濃

町

受水槽設備（ＰＡ　１箇所）、給水設備（ＰＡ　１箇

所）

約１５か

月

令和５年度第１

四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

条件付一般競争

入札方式
塗装 長野自動車道　小仁熊橋塗替塗装工事 長野県筑北村～長野県千曲市

塗替面積　約３０千ｍ２　ボルト取替　約７０本　断面

修復　約０．５千Ｌ

約３５か

月
公告済

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

拡大型指名競争

入札方式
道路付属物 上信越自動車道　佐久管理事務所管内立入防止柵工事 群馬県富岡市～長野県埴科郡坂城町 立入防止柵設置　約１０ｋｍ

約１５か

月
公告済

東日本高速道路

（株）関東支社
長野（管）

拡大型指名競争

入札方式
道路付属物 長野自動車道　山崎高架橋遮音壁補修工事 長野県長野市 遮音壁取替　約１ｋｍ、支柱落下防止対策　約１５箇所

約１０か

月
第４四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

条件付一般競争

入札方式
道路付属物 上信越自動車道　長野管内トンネル内装板補修工事 長野県埴科郡坂城町～長野県須坂市 トンネル内装工　約２７．５千ｍ２

約２５か

月

令和４年度第４

四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

拡大型指名競争

入札方式
機械設備 長野自動車道　一本松トンネル非常用設備更新工事

長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市

長野県埴科郡坂城町～長野県長野市
トンネル延長　約１９ｋｍ

約４０か

月

令和５年度第２

四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

条件付一般競争

入札方式
機械設備 上信越自動車道　八風山トンネル非常用設備更新工事

群馬県安中市～長野県埴科郡坂城町

埼玉県所沢市～埼玉県新座市

埼玉県狭山市～東京都あきる野市

トンネル延長　約２５ｋｍ
約４０か

月

令和５年度第１

四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
佐久（管）

拡大型指名競争

入札方式
受配電設備 上信越自動車道　佐久管理事務所管内無停電電源設備更新工事 群馬県安中市～長野県埴科郡坂城町 直流電源設備（ＩＣ　７箇所、トンネル　１０箇所）

約１５か

月
公告済

東日本高速道路

（株）関東支社
長野（管）

拡大型指名競争

入札方式
受配電設備 長野自動車道　一本松トンネル自家発電設備更新工事 長野県安曇野市～長野県千曲市 自家発電設備（トンネル　２箇所）

約２０か

月

令和５年度第１

四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

条件付一般競争

入札方式
受配電設備 上信越自動車道　佐久ＩＣ自家発電設備更新工事 群馬県安中市～長野県埴科郡坂城町

自家発電設備（ＩＣ　１箇所、ＳＡ　１箇所、トンネル

１箇所）

約２０か

月
第４四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

条件付一般競争

入札方式
受配電設備

上信越自動車道　五里ヶ峯トンネル直流無停電電源設備更新工

事

長野県安曇野市～長野県千曲市

長野県埴科郡坂城町～長野県上水内郡信濃

町

直流無停電電源設備（ＩＣ　１０箇所、トンネル　１１

箇所、ＰＡ　２箇所）

約２５か

月

令和５年度第２

四半期



■長野地区の発注見通し
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時期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

一般競争入札方

式
交通情報設備 関東支社　ＥＴＣ設備更新工事

埼玉県蓮田市～栃木県鹿沼市

埼玉県所沢市～群馬県沼田市

長野県須坂市

長野県小諸市

茨城県つくばみらい市～茨城県北茨城市

千葉市～茨城県東茨城郡茨城町

千葉県市原市

群馬県伊勢崎市～茨城県水戸市

神奈川県横須賀市

埼玉県入間市～千葉県山武市

千葉市

千葉市～千葉県東金市

茨城県ひたちなか市

料金所　約５５箇所
約４０か

月
第４四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

条件付一般競争

入札方式
交通情報設備 上信越自動車道　佐久ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事 群馬県富岡市～長野県埴科郡坂城町 可変式道路情報板　約６５面

約３５か

月

令和５年度第１

四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社 随意契約方式 交通情報設備 東京外環自動車道　ＥＴＣ設備改造工事

東京都練馬区～千葉県市川市

さいたま市～栃木県那須郡那須町

埼玉県新座市～群馬県利根郡みなかみ町

群馬県藤岡市～長野県上水内郡信濃町

埼玉県三郷市～茨城県北茨城市

千葉県習志野市～茨城県東茨城郡茨城町

千葉県成田市

千葉県市原市～千葉県富津市

長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市

群馬県前橋市～茨城県東茨城郡茨城町

横浜市～神奈川県横須賀市

横浜市

東京都あきる野市～千葉県木更津市

千葉市～千葉県東金市

茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市

東京都江戸川区～千葉市

千葉県富津市～千葉県南房総市

千葉県木更津市

料金所　約２０５箇所
約３０か

月
第４四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社 随意契約方式 交通情報設備 首都圏中央連絡自動車道　ＥＴＣ設備改造工事

埼玉県入間市～千葉県成田市

埼玉県蓮田市～栃木県栃木市

埼玉県本庄市～群馬県沼田市

長野県須坂市

茨城県つくば市～茨城県土浦市

千葉県四街道市～茨城県鉾田市

神奈川県横須賀市

料金所　約２５箇所
約３０か

月
第４四半期
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 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

東日本高速道路

（株）
関東支社 随意契約方式 交通情報設備 関東支社　伝送設備改造工事

埼玉県川口市～福島県西白河郡西郷村

東京都練馬区～群馬県利根郡みなかみ町

群馬県藤岡市～長野県上水内郡信濃町

埼玉県三郷市～福島県いわき市

千葉県市川市～茨城県東茨城郡茨城町

千葉県成田市

千葉県市原市～千葉県木更津市

長野県安曇野市～長野県千曲市

東京都練馬区～千葉県市川市

群馬県高崎市～茨城県水戸市

東京都世田谷区～神奈川県横須賀市

横浜市

横浜市～神奈川県横須賀市

東京都あきる野市～千葉県木更津市

千葉市～千葉県東金市

茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市

東京都江戸川区～千葉市

千葉県富津市～千葉県南房総市

川崎市～千葉県木更津市

東京都千代田区～東京都新宿区

さいたま市

ＩＣ　約８５箇所
約２０か

月

令和５年度第３

四半期

地方共同法人　日

本下水道事業団
東日本本部 一般競争入札 流体機械設備 千曲川流域下水道上流処理区終末処理場ポンプ設備工事その７ 長野県長野市 主ポンプ

約２０か

月
第４四半期

地方共同法人　日

本下水道事業団
東日本本部 一般競争入札 流体機械設備 千曲川流域下水道上流処理区終末処理場送風機設備工事その４ 長野県長野市 送風機

約２０か

月
第４四半期

地方共同法人　日

本下水道事業団
東日本本部 一般競争入札 電気設備 千曲川流域下水道上流処理区終末処理場電気設備工事その３８ 長野県長野市 水処理電気設備

約２０か

月
第４四半期

長野県
建設部施設課（建築住

宅課工事案件を含む）

受注希望型競争

入札
解体工事 令和４年度県営住宅白塚団地除却工事（第1工区） 長野市若穂保科 住棟（PC1F2棟4戸、計316m2）の除却工事

約８０日

間
１２月

長野県
建設部施設課（建築住

宅課工事案件を含む）

総合評価落札方

式
建築一式工事 県営住宅篠ノ井第4団地4号棟昇降機棟増築ほか工事 長野市篠ノ井御幣川

昇降機棟（S4F　5棟　計159m2）の増築及び昇降機設

備（6人乗り5基）の設置ほか工事
約８か月 １２月

長野県
長野地域振興局農地整

備課

受注希望型競争

入札
土木一式工事② 県単緊急農地防災事業上長沢・柏原地区水路工事 飯綱町飯綱町赤塩、信濃町柏原

水路工L=24m

高密度ポリエチレン管φ500
４か月 １２月

長野県
長野地域振興局農地整

備課

受注希望型競争

入札
土木一式工事② 県単緊急農地防災事業西原地区ため池工事 長野市戸隠

水路工　L=18m

重力式擁壁　H=2.0～5.0m
３か月 １２月

長野県
長野地域振興局農地整

備課

受注希望型競争

入札
建築一式工事

県営農村地域防災減災事業千曲川沿岸清野地区清野機場上屋改

修工事
長野市篠ノ井東福寺 機場上屋改修　N=1棟 ２か月 １２月

長野県
長野地域振興局農地整

備課

総合評価落札方

式
土木一式工事⑤ 県営中山間総合整備事業信州高山地区中山工区用水路工事 高山村大字中山

水管橋　N=1橋　L=24.85m

水路工（高密度ポリエチレン管φ500）　L=300m
１４か月 １月

長野県 長野地域振興局林務課 随意契約 土木一式工事① 令和4年度県単治山事業第16号工事 長野市下荒倉 排土工一式、流末処理工一式 ２か月 １月

長野県 長野地域振興局林務課
受注希望型競争

入札
土木一式工事④ 令和4年度復旧治山事業第22号工事 坂城町胡桃沢 谷止工（コンクリート）1個　V=380m3 ７か月 ２月



■長野地区の発注見通し

長野地区:長野市,須坂市,千曲市,坂城町,小布施町,高山村,信濃町,小川村,飯綱町,長野国道事務所管内,長野出張所管内,信州新町出張所管内

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京航空局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

長野県 長野地域振興局林務課
受注希望型競争

入札
土木一式工事④ 令和4年度災害関連緊急治山事業第3号工事 小川村小池裏 谷止工（コンクリート）嵩上げ1個　V=300m3 ８か月 ２月

長野県 長野地域振興局林務課
受注希望型競争

入札

とび・土工・コンク

リート工事③
令和4年度緊急予防治山事業第5号工事 須坂市不動寺 落石固定工（ロープ伏）300m2 ７か月 ２月

長野県 長野地域振興局林務課
受注希望型競争

入札

とび・土工・コンク

リート工事③
令和4年度緊急総合治山事業第7号工事 長野市佐久勢 法枠工900m2 ８か月 ２月

長野県 長野地域振興局林務課
受注希望型競争

入札

とび・土工・コンク

リート工事③
令和3年度緊急総合地すべり防止事業第101号工事（ゼロ国債） 長野市楡之木 集水ボーリング2群ほか ３か月 ３月

長野県 長野地域振興局林務課
受注希望型競争

入札
土木一式工事④ 令和4年度林地荒廃防止施設災害復旧事業第1号工事 長野市六反沖

法枠工350m2

鉄筋挿入工24本

土留工（鉄線枠）16m　ほか

７か月 ３月

長野県 長野地域振興局林務課
受注希望型競争

入札
土木一式工事③ 令和4年度災害関連緊急治山事業第1号工事 長野市勝負平 土留工１個（大型フトンカゴ）、簡易法枠工400m2他 ７か月 ３月

長野県 長野地域振興局林務課
受注希望型競争

入札
土木一式工事④ 令和4年度災害関連緊急治山事業第2号工事 長野市瀬戸 谷止工（コンクリート）嵩上げ1個　V=470m3 ８か月 ３月

長野県
千曲川流域下水道事務

所

受注希望型競争

入札
建築一式工事 千曲川流域下水道維持管理工事

長野市千曲川流域下水道  下流処理区終末

処理場   長野市　赤沼

流入人孔

開口部拡幅工

　　　　　　　一式

約６か月 １２月

長野県
千曲川流域下水道事務

所

受注希望型競争

入札
塗装工事 千曲川流域下水道維持管理工事

長野市千曲川流域下水道 　下流処理区終

末処理場   長野市　赤沼
ガスホルダー塗装修繕工　　一式 約４か月 １２月

長野県
千曲川流域下水道事務

所

受注希望型競争

入札
電気工事 千曲川流域下水道維持管理工事

長野市千曲川流域下水道  上流処理区終末

処理場     長野市　真島
管理本館照明設備LED化　一式 約３か月 １２月

長野県 千曲建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事④ 令和4年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事 千曲市（一）森篠ノ井線　雨宮 歩道工L=160m　W=2.5m 約９か月 １２月

長野県 千曲建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事③  令和４年度　防災・安全交付金 施設機能向上(加速化)工事 千曲市(一)雄沢川　羽尾

護床工　N=４基

底張工　L=87m V=123m3
約７か月 １月

長野県 千曲建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事③  令和４年度　防災・安全交付金 総合流域防災(加速化)工事 千曲市(一)沢山川　　土口～森

樹木除去工　L=50m   A=100m2

堆積土除去工　L=1,000m  V=2,000m3
約７か月 １月

長野県 千曲建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事③  令和４年度　防災・安全交付金 総合流域防災(加速化)工事 千曲市(一)佐野川    野高場～中原

樹木除去工　L=50m   A=100m2

堆積土除去工　L=1,000m  V=2,000m3
約７か月 １月

長野県 千曲建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事⑤ 令和4年度　交付金通常砂防（重）工事 坂城町(砂)名沢川　戌久保2工区 砂防堰堤工　1基 約９か月 １月

長野県 千曲建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事③ 令和4年度　県単砂防工事 坂城町（砂）入川　網掛 渓流保全工　L＝35m　床固工　1基 約６か月 １月

長野県 千曲建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事⑤ 令和4年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）工事 千曲市（一）沢山川　雨宮 堤防法尻補強工　L=1100m　SL=2.0m 約９か月 １月

長野県 千曲建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事④ 社会資本整備総合交付金（道路）工事 千曲市（主）長野上田線　若宮 道路築造工　L=100m　W=6.0(16.0)m 約９か月 １月

長野県 千曲建設事務所
総合評価落札方

式
舗装工事③ 令和4年度 防災・安全交付金（道路）工事 坂城町（主）坂城インター線　中之条

アスファルト舗装工

　車道・歩道舗装工　A=7000m2
約８か月 ２月

長野県 千曲建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事⑥

令和4年度　国補街路（交通安全対策（通学路緊急対策）事

業）工事
千曲市（都）若宮線　若宮 用水路付替工　L=190m　W=2.5m　W=1.6m

約１３か

月
２月



■長野地区の発注見通し

長野地区:長野市,須坂市,千曲市,坂城町,小布施町,高山村,信濃町,小川村,飯綱町,長野国道事務所管内,長野出張所管内,信州新町出張所管内

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京航空局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

長野県 須坂建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事④ 令和４年度 防災・安全交付金 施設機能向上（加速化）工事 須坂市（一）百々川　中島町～九反田

堤防法肩ブロック工 ΣL=1,670m

堤防天端舗装工

L=830m　A=1,690m2

約８か月 １月

長野県 須坂建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事⑤ 令和４年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事 須坂市(国)406号　塩川町

道路拡幅工

　L=240.0m　W=6.5(17.0)m

　 歩道設置工　L=150.0m

　 車道舗装　A=2,500m2

　 歩道舗装　A=600m2

約１０か

月
１月

長野県 須坂建設事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度国補ダムメンテナンス（加速化）工事 須坂市（一）灰野川　豊丘ダム（１） 繊維補強モルタル吹付工　A=3,600m2

約１０か

月
１月

長野県 須坂建設事務所
総合評価落札方

式
舗装工事② 令和４年度県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事 小布施町（主）豊野南志賀公園線　山王島 舗装修繕工（切削オーバーレイ工）A=1,260m2 約７か月 １月

長野県 須坂建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事④ 令和４年度防災・安全交付金施設機能向上（加速化）工事

須坂市（一）百々川 管内一円（（一）鮎

川工区）

護床工（根固ブロック）

N=171基
約８か月 １月

長野県 須坂建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事④ 令和４年度防災・安全交付金総合流域防災（加速化）工事

須坂市須坂　管内一円 管内一円（（一）

松川工区）
河道掘削工　V=20,000m3

約１０か

月
１月

長野県 須坂建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事④ 令和４年度防災・安全交付金総合流域防災（加速化）工事

須坂市須坂　管内一円 管内一円（（一）

鮎川工区）
河道掘削工　V=12,500m3

約１０か

月
１月

長野県 須坂建設事務所
受注希望型競争

入札
塗装工事 令和４年度県単道路橋梁維持（区画線）ゼロ県債工事 管内一円管内一円 区画線設置工　Ｌ＝7,680ｍ 約４か月 １月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事④ 令和4年度　国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事 長野市(主)長野真田線　松代中町 交差点改良工　L=140m　W=5.5(9.5～12.0m) 約８か月 １月

長野県 長野建設事務所
受注希望型競争

入札
土木一式工事② 令和4年度　県単交通安全対策（一種）工事

長野市（一）松代篠ノ井線　南警察署西交

差点
交差点改良工　一式 ６か月 １月

長野県 長野建設事務所
受注希望型競争

入札

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事 長野市(国)406号　鬼無里町 道路改築工　L=40m ６か月 １月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事④ 令和４年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事 長野市（国）４０３号　岩野（交差点東） 歩道設置工　L=193m W=4.0m

約１０か

月
１月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事②
令和４年度　国補地すべり対策（事業間連携）（加速化）工事 長野市（地）浅川南部　浅川南部 集水井工、集水ボーリング 約７か月 １月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式
機械器具設置工事 令和４年度　国補大規模特定河川工事 長野市（一）岡田川　篠ノ井４工区 除塵機製作据付　２基

約２０か

月
１月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③

令和４年度　国補急傾斜地崩壊対策（まちづくり連携）（加速

化）工事
長野市（急）西三才　西三才 吹付法枠工 約９か月 １月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事⑥ 令和４年度　国補火山砂防（事業間連携）工事 信濃町（砂）内の巻川　古海

砂防堰堤工

本堤工　H=3.0m　L=90m　V=2,200m2

地盤改良工　V=2,900m3

約１５か

月
１月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事② 令和４年度　国補踏切道改良計画工事 飯綱町（主）長野荒瀬原線　深沢２工区 道路築造工　L=27m　W=6.0(9.75)m 約５か月 １月



■長野地区の発注見通し

長野地区:長野市,須坂市,千曲市,坂城町,小布施町,高山村,信濃町,小川村,飯綱町,長野国道事務所管内,長野出張所管内,信州新町出張所管内

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京航空局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事⑤ 令和４年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事 長野市（国）406号　長野市　戸隠祖山

橋梁下部工

　逆Ｔ式橋台（A2橋台）　N=1基　H=12.3m V=425m3

　深礎杭工　φ2.0m　L=5.5m　N=6本

１１か月 １月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式
造園工事 令和４年度　防災・安全交付金(防災公園)（加速化）工事 長野市若里公園

駐車場再整備工　A=2390m2

　透水性コンクリート舗装工　A=1520m2

　透水性平板ブロック舗装工　A=870m2

約９か月 １月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式
舗装工事③ 令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）工事 長野市（一）蛭川　松代１工区 舗装工

約１０か

月
１月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式
舗装工事③ 令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）工事 長野市（一）赤野田川　若穂川田 舗装工 約７か月 １月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事④
令和４年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

長野市浅川　管内一円　管内一円（浅川東

条～豊野）
堆積土除去工　L=900m V=5,000m3 約６か月 １月

長野県 長野建設事務所
受注希望型競争

入札

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事 長野市（一)聖川　田野口～塩崎

河道掘削工

　Ｌ=500m　V=2,000m3
約８か月 １月

長野県 長野建設事務所
受注希望型競争

入札

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

長野市（一)赤野田川　長野市 赤野田～町

川田

河道掘削工

　Ｌ=200m　V=1000m3
約８か月 １月

長野県 長野建設事務所
受注希望型競争

入札

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事 長野市（一)神田川　長野市 松代

河道掘削工

　Ｌ=400m　V=3000m3
約８か月 １月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事④
令和４年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事 長野市（一）蛭川　長野市 豊栄～東寺尾

河道掘削工

　Ｌ=700m　V=6000ｍ3
約９か月 １月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事⑤ 令和４年度　防災・安全交付金（道路）工事

長野市(国)406号　長野市　祖山（戸隠祖

山）

道路拡幅工　L=95.4m W=6.0(10.0)m

　吹付法枠工　L=50.0m　A=391m2

　グラウンドアンカー工　N=37本

　切土補強土工　L=43.4m　A=340m2

　鉄筋挿入工　N=134本

１１か月 １月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事⑤ 令和４年度　防災・安全交付金（道路）（加速化）工事

長野市(主)信濃信州新線　長野市　鬼無里

(財又)
橋梁工(鋼ラーメン橋) L=13.2m １１か月 １月

長野県 長野建設事務所
受注希望型競争

入札
土木一式工事② 令和４年度　４災公共土木施設災害復旧工事 長野市(一)安庭篠ノ井線　長野市　安庭 ブロック積工 L=14.4m  SL=1.1m～2.5m　A=29m2 ７か月 １月

長野県 長野建設事務所
受注希望型競争

入札
土木一式工事② 令和４年度　４災公共土木施設災害復旧工事

長野市(主)戸隠篠ノ井線　長野市　陣場平

下
ブロック積工 L=9.0m　SL=2.8m～5.3m　A=39m2 ７か月 １月

長野県 長野建設事務所
受注希望型競争

入札

とび・土工・コンク

リート工事②
令和４年度　４災公共土木施設災害復旧工事

長野市(一)岩本里穂刈線　長野市　栗尾他

１

(栗尾)　ポケット式ロックネット工 L=30.0m A=300m2

(埋家)　落石防護網工、防護柵工 L=32.0m
７か月 １月

長野県 長野建設事務所
受注希望型競争

入札
土木一式工事③ 令和４年度　４災公共土木施設災害復旧工事 小川村(一)土尻川　小川村　天白橋上 護岸工 L=14.5m ７か月 １月

長野県 長野建設事務所 その他 電気通信工事 令和４年度国補ダムメンテナンス（堰堤改良）工事 長野市裾花ダム1工区 ダムコン改良工事　一式
約２０か

月
１月

長野県 長野建設事務所
受注希望型競争

入札
電気通信工事 令和４年度国補ダムメンテナンス（堰堤改良）工事 長野市奥裾花ダム2工区 警報局改良 一式

約１０か

月
１月



■長野地区の発注見通し

長野地区:長野市,須坂市,千曲市,坂城町,小布施町,高山村,信濃町,小川村,飯綱町,長野国道事務所管内,長野出張所管内,信州新町出張所管内

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京航空局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

長野県 長野建設事務所
受注希望型競争

入札
塗装工事 令和４年度県単道路橋梁維持（交安維持）工事 長野市長野市　豊野 薄層舗装工　Ｌ＝1700ｍ 約６か月 １月

長野県 長野建設事務所
受注希望型競争

入札

とび・土工・コンク

リート工事③
令和4年度　国補砂防メンテナンス（加速化）工事

管内一円千曲川圏域　管内一円　長野管内

一円

地すべり防止施設修繕工

  横ボーリング工　L=300ｍ

　ボーリング洗浄工　Ｌ＝2700ｍ

約６か月 １月

長野県 長野建設事務所
受注希望型競争

入札
土木一式工事③ 令和4年度　県単道路改築工事

長野市（主）信濃信州新線　鬼無里（萩之

峰）
道路拡幅工　L=124m ６か月 ２月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事②
令和４年度　国補土砂災害対策道路（加速化）工事

長野市(国)406号　長野市　白沢トンネル

～小鍋(豊岡川下他１)

(豊岡川下工区)

落石防護網工　L=33.0m SL=10～15m A=435ｍ2

(川下トンネル工区)

モルタル吹付工(t=5cm)　A=454m2

地山補強土工(鉄筋挿入工) L=4.5m N=44箇所

８か月 ２月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事②
令和４年度　国補土砂災害対策道路（加速化）工事

長野市(国)406号　長野市　白沢トンネル

～小鍋(七階沢隧道)

(七階沢隧道1工区)

覆式落石防止網工 L=20m A=240m2

(七階沢隧道2工区)

落石防止柵工 L=18m H=3m

７か月 ２月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）（加速化）工事 長野市（主）長野真田線　松代大橋 橋梁補修工 約８か月 ２月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　防災・安全交付金　災害防除（加速化）工事

長野市(主)戸隠篠ノ井線　長野市　祖山～

笹平（舞台他１)

（九龍工区）覆式ロックネット工L=28.0m A=420m2

（舞台１工区）覆式ロックネット工L=100.0m

A=1,180m2

（舞台２工区）落石防護柵工L=96.2m H=4.0m

１０か月 ２月

長野県 長野建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事④ 令和４年度　防災・安全交付金（道路）（加速化）工事 長野市(主)信濃信州新線　長野市　中区

道路築造工 L=90m

かご枠工 L=174m

重力式擁壁工 L=10m

９か月 ２月

長野県 長野建設事務所
受注希望型競争

入札
土木一式工事③ 令和４年度　防災・安全交付金（道路）（加速化）工事 長野市(砂)大滝沢　長野市　上楠川

渓流保全工　L=38.0m

 流路工　L=34.7m　A=179m2

 帯工　N=２基

７か月 ２月

長野県 長野建設事務所
受注希望型競争

入札
塗装工事 令和４年度県単ダム管理費工事 長野市裾花ダム(1) 管理用通路修繕　　一式 約６か月 ２月

長野県 土尻川砂防事務所
受注希望型競争

入札

とび・土工・コンク

リート工事②
令和４年度 県単砂防維持修繕工事

長野市土尻川管内一円　管内一円(（砂）

矢沢　長野市中条　住良木）
堆積土砂除去工　V＝500m3 約４か月 １２月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事④ 令和４年度　４災公共土木施設災害復旧工事 小川村（砂）合沢　上水内郡小川村　高府

復旧延長L=123.8m

　かごマット（護岸部）A=283m2

　かごマット（河床部）A=167m2

　かご枠工 L=5.0m

　大型かご枠A=27m2

　ふとんかごL=10.0m

　ブロック積みSL=3.11mL=6.3mA=19.6m2

　小口止工 N=1基

　雑工　一式

約７か月 １２月



■長野地区の発注見通し

長野地区:長野市,須坂市,千曲市,坂城町,小布施町,高山村,信濃町,小川村,飯綱町,長野国道事務所管内,長野出張所管内,信州新町出張所管内

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京航空局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事② 令和４年度　４災公共土木施設災害復旧工事

小川村（砂）薬師沢　上水内郡小川村　花

尾橋下

復旧延長 L=18.0m

 側壁工　     L=7.9m V=19m3

 根継工       L=9.0m V=12m3

 小口止工     N=1基  V=1m3

 垂直壁工     L=0.8m V=13m3

 根固ブロック N=39基

 雑工（取付工）

　練石積      A=6.9m2

 仮設工　一式

約５か月 １２月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事⑥ 　令和４年度　交付金通常砂防（重）工事

長野市　（砂）西之入川　長野市篠ノ井

上石川

　砂防堰堤工(コンクリート)

　　本堤工  H=10.0m L=38.0m V=1,280m3

  　鋼製スリット W=17.4t

　管理用道路工　L=168m

約１６か

月
１月

長野県 土尻川砂防事務所
受注希望型競争

入札

とび・土工・コンク

リート工事②
令和４年度 県単砂防維持修繕工事

長野市土尻川管内一円　管内一円(（砂）

岡田川　長野市篠ノ井　岡田）
堆積土砂除去工　V＝500m3 約４か月 １月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　交付金地すべり対策工事

長野市（地）下奈良井　長野市中条　下奈

良井

斜面対策工

枠内モルタル吹付工  A=140m2

横ボーリング工　Ｎ=5本　ΣＬ=75ｍ

排水工　横ボーリング工　１式

約６か月 １月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　交付金地すべり対策（加速化）工事

長野市（地）戸谷の腰　長野市中条　戸谷

の腰

地下水排除工

　横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 2群 N=14本 ΣL=590m
約７か月 １月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　交付金地すべり対策（加速化）工事 長野市（地）越道　長野市信州新町　越道

地下水排除工

　横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 2群 N=17本 ΣL=900m
約７か月 １月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　交付金（総流防）地すべり対策（加速化）工事 長野市千曲川圏域　長野市中条　茂田井

地下水排除工

　横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 3群 N=21本 ΣL=715m
約７か月 １月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事④
令和４年度　国補地すべり対策（事業間連携）工事

長野市（地）小松原　長野市篠ノ井　小松

原１工区

法面工

　　グラウンドアンカー工　N=64本

　　吹付法枠工　A=2,500m2

　　横ボーリング工　N=20本　ΣL=650m

１２か月 １月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事④
令和４年度　国補地すべり対策（事業間連携）工事

長野市（地）小松原　長野市篠ノ井　小松

原２工区

法面工

　　グラウンドアンカー工　N=95本

　　吹付法枠工　A=1,600m2

　　横ボーリング工　N=22本　ΣL=690m

１２か月 １月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　国補地すべり対策（大規模特定）（加速化）工事

長野市（地）追平　長野市中条　小手屋ほ

か１

小手屋工区

　水路工　L=200ｍ

法地工区

　水路工　L=100ｍ

約６か月 １月



■長野地区の発注見通し

長野地区:長野市,須坂市,千曲市,坂城町,小布施町,高山村,信濃町,小川村,飯綱町,長野国道事務所管内,長野出張所管内,信州新町出張所管内

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京航空局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　国補砂防メンテナンス(地)(加速化)工事

長野市千曲川圏域　管内一円　土尻川管内

一円(倉並)

集水井工

　　集水井天端工  1基

排水トンネル工

　　集水ボーリング洗浄工 N=90本　ΣL=4,500m

　　集水ボーリング工　N=1０本  ΣL=500m

　　工事用道路工 L=300m

約７か月 １月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　県単地すべり対策工事 長野市（地）御山里　長野市中条　御山里

地下水排除工

　横ボーリング工　N= 7本　ΣL=315m
約６か月 １月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　県単地すべり対策工事

長野市（地）上奈良井　長野市中条　上奈

良井

土留工

　簡易鋼製篭枠工　L=20ｍ　H=3.0ｍ
約５か月 １月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　県単地すべり対策工事 長野市（地）下下条　長野市中条　下下条

土留工

　簡易鋼製篭枠工　L=20ｍ　H=2.5ｍ
約５か月 １月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　県単地すべり対策工事 長野市（地）下古沢　長野市中条　下古沢

土留工

　簡易鋼製篭枠工　L=15ｍ　H=2.5ｍ
約５か月 １月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事② 令和４年度　県単砂防工事

小川村（地）吉刈沢　上水内郡小川村　吉

刈

渓流保全工

　カゴマット工　L=20ｍ　H=2.0ｍ

　堆積土砂除去工　V=500m3

約５か月 １月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事④ 令和４年度　４災公共土木施設災害復旧工事 小川村（砂）合沢　上水内郡小川村　高府

復旧延長L=123.8m

　かごマット（護岸部）A=283m2

　かごマット（河床部）A=167m2

　かご枠工 L=5.0m

　大型かご枠A=27m2

　ふとんかごL=10.0m

　ブロック積みSL=3.11mL=6.3mA=19.6m2

　小口止工 N=1基

　雑工　一式

約７か月 １月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事② 令和４年度　４災公共土木施設災害復旧工事

小川村（砂）薬師沢　上水内郡小川村　花

尾橋下

復旧延長 L=18.0m

 側壁工　     L=7.9m V=19m3

 根継工       L=9.0m V=12m3

 小口止工     N=1基  V=1m3

 垂直壁工     L=0.8m V=13m3

 根固ブロック N=39基

 雑工（取付工）

　練石積      A=6.9m2

 仮設工　一式

約５か月 １月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事④
令和4年度　交付金急傾斜地崩壊対策（加速化）（重）工事 長野市　（急）西峯　長野市　中条西峯 崩壊土砂防止柵工　L=72m　H=3.0～5.0m

約１２か

月
２月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　交付金地すべり対策（加速化）工事 長野市（地）成山　長野市中条　成山

地下水排除工

　横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 2群 N=13本 ΣL=400m
約７か月 ２月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　交付金地すべり対策（加速化）工事

長野市（地）下奈良井　長野市中条　下奈

良井

地下水排除工

　横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 2群 N=16本 ΣL=640m
約７か月 ２月



■長野地区の発注見通し

長野地区:長野市,須坂市,千曲市,坂城町,小布施町,高山村,信濃町,小川村,飯綱町,長野国道事務所管内,長野出張所管内,信州新町出張所管内

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京航空局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　交付金地すべり対策（加速化）工事

小川村（地）裏立屋　上水内郡小川村　裏

立屋

地下水排除工

　集水ボーリング N=5本 ΣL=200ｍ

　横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工    N=7本 ΣL=245m

約７か月 ２月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事③
令和４年度　交付金地すべり対策（加速化）工事 小川村（地）花尾　上水内郡小川村　花尾

地下水排除工

　横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 3群  N=21本 ΣL=630m
約７か月 ２月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事③ 令和４年度　交付金地すべり対策（加速化）工事

長野市（地）茶臼山　長野市篠ノ井　茶臼

山(効果促進)
地すべり防止施設学習看板設置　一式 約７か月 ２月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事④
令和４年度　災害関連緊急地すべり対策工事

小川村　（地）濁沢　上水内郡小川村　佐

峰

法面工

　 グラウンドアンカー工(L=4.5～5.5m)　N=40本

　　吹付法枠工　A=1,430m2

　　横ボーリング工　N=10本　ΣL=185m

約１２か

月
２月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式

とび・土工・コンク

リート工事④
令和３年度　交付金地すべり対策（加速化）工事 長野市（地）根越　長野市大岡　根越

斜面対策工

　　アンカー工(L=20.0～21.0m)  N=45本

　　横ボーリング工　N=5本　ΣL=80m

　　鋼製篭枠工　H=1.0～5.0m  ΣL=300m

　　押え盛土工　V=170m3

約１０か

月
３月

長野県 土尻川砂防事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事⑤ 令和４年度　交付金通常砂防（加速化）工事 長野市（砂）岡田川　長野市篠ノ井　岡田

砂防堰堤工

　堰堤ｺﾝｸﾘｰﾄ工 L=51.0m H=7.0m V=385m3

  流木捕捉工(鋼製ｽﾘｯﾄ) W=18.1t

約１０か

月
３月

長野県 上田水道管理事務所
総合評価落札方

式
水道施設工事 上山田地区上山田ポンプ場上送配水管移設工事 千曲市上山田

送水管移設工　DCIP(GX)φ100　L=16m、配水管移設

工DCIP(GX)φ100　L=22m
約６か月 １２月

長野県 上田水道管理事務所
受注希望型競争

入札
水道施設工事 坂城地区　坂城工区　配水管移設工事 坂城町坂城

配水管移設工　HPPEφ100　L=55.2m　給水装置変更

N=8件　排泥工　一式
約５か月 １２月

長野県 上田水道管理事務所
総合評価落札方

式
水道施設工事 坂城地区上五明工区配水管布設替工事 坂城町上五明 配水管布設替工　HPPEφ75 L=290m 約６か月 １２月

長野県 上田水道管理事務所
総合評価落札方

式
水道施設工事 坂城地区四ツ屋工区配水管管更生工事 坂城町四ツ屋 配水管更生工　φ200　L=40m 約６か月 １２月

長野県 上田水道管理事務所
総合評価落札方

式
水道施設工事 坂城地区旭橋工区配水管布設替工事 坂城町坂城

水管橋布設替工　DCIP(GX)φ250～400 L=47m

SUS304TP 250A～400A L=38m
約９か月 １２月

長野県 上田水道管理事務所
総合評価落札方

式
舗装工事 戸倉地区今井工区舗装復旧工事 千曲市今井 舗装工　L=70ｍ　W=5m　A=350m2 約５か月 １２月

長野県 上田水道管理事務所
受注希望型競争

入札
水道施設工事 戸倉地区羽尾１工区配水管布設替工事 千曲市羽尾 配水管敷設替工　HPPEφ50　L=100ｍ 約５か月 １２月

長野県 上田水道管理事務所
受注希望型競争

入札
水道施設工事 戸倉地区羽尾２工区配水管布設替工事 千曲市羽尾 配水管敷設替工　HPPEφ50　L=85ｍ 約５か月 １２月

長野県 上田水道管理事務所
受注希望型競争

入札
水道施設工事 村上小学校　安心の蛇口設置工事 坂城町村上

安心の蛇口設置工　　　　　　　　　安心の蛇口　1基

地下式消火栓　1基
約５か月 １２月

長野県 上田水道管理事務所
総合評価落札方

式
水道施設工事 坂城地区苅屋原工区配水管布設替工事 坂城町苅谷原 配水管敷設替工　DCIP(GX)φ200　L=608ｍ 約７か月 ２月

長野県 川中島水道管理事務所
受注希望型競争

入札
水道施設工事 篠ノ井地区御幣川12工区配水管布設工事 長野市篠ノ井御幣川 配水管布設工    HPPEφ75　 L=45.0m ９か月 １月

長野県長野市 － 指名競争入札 機械器具設置 又川水門改修工事 大字風間 水門改修工　Ｎ＝１基 ４か月 第３四半期



■長野地区の発注見通し

長野地区:長野市,須坂市,千曲市,坂城町,小布施町,高山村,信濃町,小川村,飯綱町,長野国道事務所管内,長野出張所管内,信州新町出張所管内

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京航空局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

長野県長野市 － 指名競争入札
とび･土工･コンクリー

ト
柳原２号幹線排水路浚渫工事 大字風間 浚渫工　一式 ４か月 第３四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　林道土倉線１号箇所災害復旧工事 鬼無里
復旧延長　L=12m　W=4.0m

　プレキャスト垂直擁壁工　L=11m
４か月 第４四半期

長野県長野市 －
事後審査型一般

競争入札
土木一式 国庫災　林道土倉線２号箇所災害復旧工事 鬼無里

復旧延長　L=19m　W=4.0m

　コンクリートブロック積工　A=83m2
６か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　七二会７１号線災害復旧工事 七二会戊
復旧延長L=11.5m

ブロック積工　L=11.5m　SL=3.9～5.0ｍ　A=50㎡
５か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　七二会９９号線災害復旧工事 七二会乙
復旧延長L=6.0m

ブロック積工　L=5.4m　SL=1.7～3.0ｍ　A=12㎡
５か月 第４四半期

長野県長野市 －
事後審査型一般

競争入札
機械器具設置 白山堰田豆２号水門整備工事 大字富竹

水門巻上機設置工　Ｎ＝１台

ゲート改修工　Ｎ＝１基
６か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札
とび･土工･コンクリー

ト
国庫災　鬼無里北117号線（西越上）災害復旧工事 鬼無里 ブロック積工　L=10.2m　A=57m2 ６か月 第３四半期

長野県長野市 － 指名競争入札
とび･土工･コンクリー

ト
国庫災　鬼無里財門線（財門）災害復旧工事 鬼無里 ブロック積工　L=9.4m　A=38m2 ６か月 第３四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　鬼無里北169号線（山角）災害復旧工事 鬼無里
ブロック積工　L=15.3m　A=50m2

アスファルト舗装工 A=7㎡
６か月 第３四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　鬼無里北366号線（押出）災害復旧工事 鬼無里
ブロック積工　L=16.0m　A=78m2

アスファルト舗装工 A=20㎡
６か月 第３四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　鬼無里北108号線（坂屋）災害復旧工事 鬼無里
ブロック積工　L=7.4m　A=34m2

アスファルト舗装工 A=23㎡
９か月 第３四半期

長野県長野市 － 指名競争入札
とび･土工･コンクリー

ト
国庫災　保寺沢（牛平）災害復旧工事 鬼無里 ブロック積工　L=7.4m　A=25m2 ５か月 第３四半期

長野県長野市 － 指名競争入札
とび･土工･コンクリー

ト
うずくま川河畔林整備工事 戸隠豊岡 河畔林整備　L=500m ４か月 第３四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 市単災　大岡７０号線災害復旧工事 大岡乙
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ垂直擁壁 H=2.3～4.2ｍ L=10m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

A=40㎡　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 L=10m
６か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　山秋栃久保線(中之在家)災害復旧工事 信州新町越道
ﾌﾞﾛｯｸ積工　SL=1.6～2.8m　A=30m2 

小口止工　N=2箇所　V=1m3 
４か月 第４四半期

長野県長野市 －
事後審査型一般

競争入札
土木一式 国庫災　信州新町226号線(大河)災害復旧工事 信州新町越道

大型ﾌﾞﾛｯｸ積工　SL=6.3～7.4m　A=93m2 

小口止工　N=2箇所　V=6m3 
５か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　明賀曲尾線(明賀)災害復旧工事 信州新町山穂刈
ﾌﾞﾛｯｸ積工　SL=4.0m　A=30m2 

小口止工　N=2箇所　V=2m3 
４か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　信州新町462号線(成山)災害復旧工事 信州新町山上条
ﾌﾞﾛｯｸ積工　SL=2.3～2.7m　A=16m2 

小口止工　N=2箇所　V=1m3 
３か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　越道赤柴線(赤柴)災害復旧工事 信州新町山上条
ﾌﾞﾛｯｸ積工　SL=2.2～4.9m　A=42m2 

小口止工　N=2箇所　V=2m3 
４か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　山秋栃久保線(高出)災害復旧工事 信州新町越道
ﾓﾙﾀﾙ吹付工　A=163m2 　落石防護柵工　L=10m 

支柱基礎工　L=11m3 
５か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　信州新町89号線(寺尾)災害復旧工事 信州新町越道
ﾌﾞﾛｯｸ積工　SL=2.8～3.9m　A=78m2 

小口止工　N=2箇所　V=2m3 
５か月 第４四半期



■長野地区の発注見通し

長野地区:長野市,須坂市,千曲市,坂城町,小布施町,高山村,信濃町,小川村,飯綱町,長野国道事務所管内,長野出張所管内,信州新町出張所管内

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京航空局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　信州新町89号線(山秋)災害復旧工事 信州新町越道
（1工区）ﾌﾞﾛｯｸ積工　SL=1.7～2.8m　A=40m2 

（2工区）ﾌﾞﾛｯｸ積工　SL=3.0m A=22m2 
４か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　信州新町農道57号線（本村）災害復旧工事 信州新町越道 ﾌﾞﾛｯｸ積工　SL=3.8～5.7m　A=45m2 ４か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　中条35号線（新井東）災害復旧工事 中条御山里
ブロック積工 SL=3.4～3.6m A=19m2

小口止工 N=2箇所　V=2m3
４か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　中条22号線（新井西）災害復旧工事 中条御山里
ブロック積工　SL=2.3～2.6ｍ　A=23m2

小口止工　N=２箇所　V=2m3
４か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　中条73号線（辻）災害復旧工事 中条御山里
かご工　L=50m

植生工　A=130m2
６か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　中条333号線(下下条)災害復旧工事 中条日下野
ブロック積工　SL=3.0～3.8m　A=33m2

小口止工　N=２箇所　V=2m3
４か月 第４四半期

長野県長野市 －
事後審査型一般

競争入札
土木一式 国庫災　中条28号線(下奈良井)災害復旧工事 中条住良木

プレキャスト垂直擁壁工　L=13m　A=61m2

ガードレール設置工　L=13m
６か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　青木田ノ入線(埋橋)災害復旧工事 中条住良木
ブロック積工　SL=3.1～4.3m　A=37m2

小口止工　N=２箇所　V=2m3
６か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　青木太田線（新井口）災害復旧工事 中条御山里
ブロック積工　SL=4.5m　A=18m2

小口止工　N=２箇所　V=2m3
４か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　中条41号線（田ノ入西）災害復旧工事 中条御山里

(1工区)ﾌﾞﾛｯｸ積工 SL=2.4～3.8m A=17m2

(2工区)ﾌﾞﾛｯｸ積工 SL=2.6～3.2m A=22m2

(3工区)ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 A=48m2

６か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　中条41号線（田ノ入）災害復旧工事 中条御山里
(1工区)ﾌﾞﾛｯｸ積工　SL=3.3～3.8m A=16m2

(2工区)ﾌﾞﾛｯｸ積工　SL=4.3m A=28m2
６か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　中条203号線（栗本）災害復旧工事 中条御山里
ブロック積工　SL=2.0～2.3m　A=25m2

小口止工　N=２箇所　V=2m3
４か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　青木田ノ入線(田ノ入北)災害復旧工事 中条御山里
(1工区)ﾌﾞﾛｯｸ積工 SL=2.5m A=9m2

(2工区)ﾌﾞﾛｯｸ積工 SL=2.0～2.9m A=18m2
４か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　大野奈良井線（鳥々見入口）災害復旧工事 中条住良木
ブロック積工　SL=3.5m　A=29m2

小口止工　N=１箇所　V=1m3
４か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札
とび･土工･コンクリー

ト
太田川改修工事 信州新町山穂刈

河川改修工　L=16m

ブロック積　A=56m2
７か月 第３四半期

長野県長野市 － 指名競争入札
とび･土工･コンクリー

ト
穴平排水路改修工事 信州新町水内 排水路改修工　L=45m ６か月 第３四半期

長野県長野市 －
条件付一般競争

入札
建築一式

【（仮称）長野市豊野防災交流センター整備事業　建築主体工

事】
豊野町豊野

複合施設棟 木造平屋建 約970㎡、身障者駐車場 S造平屋

建 約50㎡、水防倉庫棟 鉄骨造 約50㎡、外構工事　一式
１４か月 第４四半期

長野県長野市 －
事後審査型一般

競争入札
管工事

【（仮称）長野市豊野防災交流センター整備事業　機械設備工

事】
豊野町豊野

複合施設棟 木造平屋建 約970㎡、身障者駐車場 S造平屋

建 約50㎡、水防倉庫棟 鉄骨造 約50㎡

新築工事に係る機械設備工事　一式

１４か月 第４四半期

長野県長野市 －
条件付一般競争

入札
電気工事

【（仮称）長野市豊野防災交流センター整備事業　電気設備工

事】
豊野町豊野

複合施設棟 木造平屋建 約970㎡、身障者駐車場 S造平屋

建 約50㎡、水防倉庫棟 鉄骨造 約50㎡

新築工事に係る電気設備工事　一式

１４か月 第４四半期



■長野地区の発注見通し

長野地区:長野市,須坂市,千曲市,坂城町,小布施町,高山村,信濃町,小川村,飯綱町,長野国道事務所管内,長野出張所管内,信州新町出張所管内

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京航空局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

長野県長野市 －
事後審査型一般

競争入札
水道施設 中条伊折地区配水管布設替工事 大字御山里 配水管布設替工　HPPE φ100 L＝130ｍ ７か月 第３四半期

長野県長野市 － 随意契約 土木一式 更北南部８号雨水幹線関連下水道工事 真島町真島 下水道管φ200　開削 L=55ｍ ４か月 第３四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 若穂牛島地区下水道工事 若穂牛島 下水道管φ200　開削 L=55ｍ ４か月 第３四半期

長野県長野市 － 随意契約 土木一式 長野真田線関連下水道工事 松代町松代 下水道管φ200　開削 L=80ｍ ５か月 第３四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 機械器具設置 東部浄化センターポンプ井撹拌機取替工事 大字大豆島 ２号ポンプ井撹拌機取替　1台 ３か月 第３四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 機械器具設置 七二会中部地区マンホールポンプ場ポンプ修繕工事 大字大豆島 笹平１号マンホールポンプ場ポンプ修繕　2台 ３か月 第３四半期

長野県長野市 －

事後審査型一般

競争入札（総

合）

管工事 ０市債　長野市保健所　冷温水機更新外工事 若里六丁目
冷温水機２組（１階／３階系統）、ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ１

組（３階機器分析室系統）更新
１１か月 第４四半期

長野県長野市 －

事後審査型一般

競争入札（総

合）

管工事 ０市債　第二学校給食センター　連続式フライヤー更新外工事 篠ノ井東福寺

連続式フライヤー１台（有効長6,200㎜×有効幅540㎜×

揚時間１分～10分）

中温用エアコン１台、スポットエアコン２台、排気ファ

ン

７か月 第４四半期

長野県長野市 －
公募型指名競争

入札
機械器具設置 日影堰水門付帯施設設置工事 豊野町川谷 遠隔操作施設　一式 ２か月 第４四半期

長野県長野市 － 随意契約 鋼構造物 白山堰金箱２号水門改修工事 大字富竹 ゲート改修工　Ｎ＝１基 ６か月 第４四半期

長野県長野市 － 随意契約 土木一式 市単災 安茂里２・13号雨水幹線災害復旧工事 大字安茂里 根固ブロック工　Ｌ＝20ｍ ６か月 第４四半期

長野県長野市 －

事後審査型一般

競争入札（総

合）

土木一式 ０市債　東篠ノ井地区排水路改修工事 篠ノ井塩崎
水路工　□1000*600　L=26m

自由勾配側溝1000型　L=72m
８か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 舗装工事 ０市債　浅川団地中央線舗装工事 浅川四丁目
アスファルト舗装工

L=200m　W=7.0m　A=1400㎡
３か月 第４四半期

長野県長野市 －
事後審査型一般

競争入札
土木一式 ０市債　箱清水石堂線側溝整備工事 大字長野長門町 自由勾配側溝300型　L=240ｍ ６か月 第４四半期

長野県長野市 －
事後審査型一般

競争入札
土木一式 国庫災　青木田ノ入線（根踏）災害復旧工事 中条住良木

補強土壁工 L=24.1m H=7.0～9.0m A=172m2

ﾌﾞﾛｯｸ積工 L=9.2m SL=3.0～4.0m A=32m2
８か月 第４四半期

長野県長野市 －
事後審査型一般

競争入札
土木一式 国庫災　中条88号線（鳥々見）災害復旧工事 中条住良木

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 A=164m2

ﾌﾞﾛｯｸ積工 L=11.7m  SL=2.2～5.0m A=49m2
６か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 国庫災　中条62号線（上古沢）災害復旧工事 中条御山里
ﾌﾞﾛｯｸ積工 L=10.5m SL=3.4～4.7m A=40m2

小口止工　N=２箇所　V=3m3
４か月 第４四半期

長野県長野市 －
事後審査型一般

競争入札
土木一式 新町大岡線道路改良工事 信州新町弘崎

道路改良工　L=60ｍ　W=7.0ｍ

補強土壁工　L=37ｍ
７か月 第４四半期

長野県長野市 －

事後審査型一般

競争入札（総

合）

土木一式 大岡椛内大八橋線道路改良工事 大岡乙

道路改良工　L=310ｍ　W=4.5ｍ

水路工　自由勾配側溝300型　L=235m

ブロック積工　L=60m　A=130m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=1400m2

８か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札
とび･土工･コンクリー

ト
国庫災　御山里地区（田沢）農地復旧工事 中条御山里

盛土工A=72m2

フトン篭工　ΣL=56m
３か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札
とび･土工･コンクリー

ト
国庫災　住良木地区外（瀬端・宮中）農地復旧工事 中条住良木外 排土工　V=451ｍ3 ３か月 第４四半期



■長野地区の発注見通し

長野地区:長野市,須坂市,千曲市,坂城町,小布施町,高山村,信濃町,小川村,飯綱町,長野国道事務所管内,長野出張所管内,信州新町出張所管内

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京航空局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

長野県長野市 －

事後審査型一般

競争入札（総

合）

水道施設 新川合１号配水幹線布設大豆島２工区工事 大字大豆島 配水幹線布設工　DIP GX Φ300 L=250ｍ ７か月 第４四半期

長野県長野市 －
条件付一般競争

入札
水道施設 新川合１号配水幹線布設大豆島３工区工事 大字大豆島 配水幹線布設工　DIP GX Φ300 L=180ｍ ９か月 第４四半期

長野県長野市 －
条件付一般競争

入札
土木一式 国補　大豆島３号雨水幹線２工区工事 大字大豆島 水路工　□2800×1800　Ｌ＝180ｍ ９か月 第４四半期

長野県長野市 － 随意契約 水道施設 皆神台地区(雨水準幹線関連)配水管移設工事 皆神台
DIP　150m　L=42m

HPPE　50㎜　L=50m
６か月 第３四半期

長野県長野市 － 随意契約 水道施設 松代町清野地区(国道403号)配水管移設工事 松代町清野 DIP　150m　L=55m ５か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 ０市債　芋井１０３号線道路改良工事 大字広瀬
道路改良工　L=30m　側溝工　L=30m

コンクリートブロック積工　A=60m2
６か月 第４四半期

長野県長野市 －
事後審査型一般

競争入札
土木一式 ０市債　浅川東条台ケ窪線（伺去工区）道路改良工事 伺去

道路改良工　L=140m　アスファルト舗装工　A=900m2

側溝工　L=70m2　擁壁工　L=15m
９か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 ０市債　浅川３１号線道路改良工事 伺去
道路改良工　L=50m　側溝工　L=50m

コンクリート舗装工　A=200㎡
６か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 市単災　三ツ出二号沢（三ツ出）災害復旧工事 三ツ出 水路工　L=14m ５か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 市単災　北浅川（中曽根）災害復旧工事 中曽根 護岸工　L=7m ５か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札
とび･土工･コンクリー

ト
西河原地区排水路整備工事 大字安茂里

排水路工　Ｌ＝68ｍ

　Ｕ字溝（360Ｂ型）
４か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 ０市債　長野北４６２号線側溝整備工事 吉田二丁目 自由勾配側溝300型　L=50ｍ ３か月 第４四半期

長野県長野市 －
事後審査型一般

競争入札
舗装工事 ０市債　松代西１２３号線舗装工事 松代町松代 半たわみ性舗装　A=565m2　L=132m　W=3.8～4.8m ６か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 舗装工事 ０市債　中条大門線舗装工事 篠ノ井布施五明 アスファルト舗装工　L=152m　W=6.3m　A=957㎡ ６か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 舗装工事 ０市債　鬼無里戸隠東線舗装工事 鬼無里 アスファルト舗装工　L=200m、A=1,000㎡ ６か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 舗装工事 ０市債　鬼無里財又塔之越線舗装工事 鬼無里 アスファルト舗装工　L=200m、A=1,000㎡ ６か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 舗装工事 ０市債　鬼無里萩之峯祖山線舗装工事 鬼無里日影 アスファルト舗装工　L=200m、A=1,000㎡ ６か月 第４四半期

長野県長野市 －

事後審査型一般

競争入札（総

合）

舗装工事 ０市債　戸隠越水線舗装工事 戸隠 アスファルト舗装工　L=600m　A=4,740㎡ １２か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 舗装工事 ０市債　下市場牧野島線舗装工事 信州新町牧野島
アスファルト舗装打ち換え工　L=220m　W=4.0m

A=880m2
６か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 水道施設 犀川浄水場井戸浸水対策工事 大字安茂里 井戸浸水対策工　N=4箇所 ３か月 第４四半期

長野県長野市 － 指名競争入札 土木一式 茂菅地区下水工事 大字茂菅 下水道管φ200　開削 L=35ｍ ４か月 第４四半期

長野県須坂市 道路河川課 一般競争入札 とび・土工 中鮎川橋修繕工事
須坂市大字米持

（米持町）
橋梁修繕工　L＝45ｍ ９か月 第４四半期

長野県須坂市 道路河川課 指名競争入札 土木一式 境沢地区側溝改良工事
須坂市大字小山

（境沢町）
側溝改良工　一式 ３か月 第４四半期

長野県須坂市 道路河川課 一般競争入札 土木一式 九反田町水路改修工事
須坂市大字九反田

（九反田町）
水路改修工　一式 ３か月 第４四半期

長野県須坂市 道路河川課 指名競争入札 土木一式 市道井上小学校福島線道路改良工事
須坂市大字井上

（幸高町）
舗装工　L＝400ｍ ９か月 第４四半期



■長野地区の発注見通し

長野地区:長野市,須坂市,千曲市,坂城町,小布施町,高山村,信濃町,小川村,飯綱町,長野国道事務所管内,長野出張所管内,信州新町出張所管内

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京航空局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

長野県須坂市 道路河川課 一般競争入札 土木一式 市道村山塩川線安全施設設置工事
須坂市大字塩川

（塩川町）
グリーンベルト等設置工　L＝770ｍ ６か月 第４四半期

長野県須坂市 道路河川課 一般競争入札 舗装 市道福島東畑線他道路改良工事その５ 須坂市大字福島・井上（福島・幸高町） 舗装工及び道路改良工　L＝1540ｍ ９か月 第４四半期

長野県須坂市 道路河川課 一般競争入札 とび・土工 御手洗川浚渫工事
須坂市大字井上

（幸高町）
浚渫工　V=110㎥ ３か月 第４四半期

長野県須坂市 道路河川課 一般競争入札 とび・土工 井上中町川浚渫工事
須坂市大字井上

（井上町）
浚渫工　V=70㎥ ３か月 第４四半期

長野県須坂市 農林課 一般競争入札 機械器具設置 揚水施設ポンプ・揚水管更新工事 須坂市大字野辺1107-1（野辺町） 揚水施設ポンプ・揚水管更新工事　一式 ３か月 第４四半期

長野県須坂市 上下水道課 一般競争入札 水道施設
ＩＣ周辺開発事業関連　市道福島東畑線道路改良工事に伴う配

水管布設替工事
須坂市大字井上 配水管布設替工　L=100m ６か月 第４四半期

長野県須坂市 道路河川課 一般競争入札 土木一式 通学路緊急安全対策工事 市内一円 安全施設等設置工　5箇所 ６か月 第４四半期

長野県須坂市 道路河川課 一般競争入札 土木一式 市道米持東中学校線側溝改良工事
須坂市大字八町

（上八町）
側溝改良工　L=200m ６か月 第４四半期

長野県須坂市 道路河川課 一般競争入札 土木一式 新アクセス道路改良工事
須坂市大字福島

（福島町）
道路改良工　Ｌ＝150m ９か月 第４四半期

長野県須坂市 道路河川課 一般競争入札 土木一式 市道亀倉米子線側溝改良工事
須坂市大字亀倉

（夏端町）
側溝改良工　L=300m ６か月 第４四半期

長野県須坂市 道路河川課 一般競争入札 舗装 市道亀倉米子線舗装改良工事
須坂市大字亀倉

（夏端町）
舗装改良工　L＝300m ３か月 第４四半期

長野県須坂市 道路河川課 一般競争入札 舗装 市道高梨小山線舗装改良工事
須坂市大字小山

（高梨町）
舗装改良工　L=200m ６か月 第４四半期

長野県千曲市 農林課 一般競争入札 土木一式 いちご場地区水路改修工事 桑原 水路改修　Ｌ=70ｍ 約４か月 第４四半期

長野県千曲市 農林課 一般競争入札 土木一式 中原地区水路改修工事 八幡 水路改修　Ｌ=100ｍ 約４か月 第４四半期

長野県千曲市 農林課 一般競争入札 機械器具設置 新田地区水門改修工事 新田 水門改修　Ｎ＝1基 約４か月 第４四半期

長野県千曲市 農林課 一般競争入札 機械器具設置 高河原地区水門改修工事 上山田 水門改修　Ｎ＝1基 約５か月 第４四半期

長野県千曲市 農林課 一般競争入札 機械器具設置 六ケ郷地区ゲート設備改修工事 上山田・坂城町 ゲート改修　Ｎ＝2基 約５か月 第４四半期

長野県千曲市 建設課 一般競争入札 土木一式
令和4年度　交通安全通学路緊急対策補助事業　市道漆原日影

沢線道路改良工事
新山 道路改良工　L=200ｍ 約６か月 第４四半期

長野県千曲市 建設課 一般競争入札 土木一式 令和4年度　市道723号線道路改良工事 小船山 アスファルト舗装工　A=400㎡ 約２か月 第４四半期

長野県千曲市 建設課 一般競争入札 土木一式 令和4年度　市道277号線道路改良工事 磯部 道路改良工　L=30ｍ 約３か月 第４四半期

長野県千曲市 建設課 一般競争入札 土木一式 令和4年度　市道来光塚２号線道路改良工事 新田 道路改良工　L=50ｍ 約３か月 第４四半期

長野県千曲市 建設課 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート
令和4年度　道路メンテナンス補修事業　淀2号橋修繕工事 戸倉 主桁補修工　一式 約３か月 第４四半期

長野県千曲市 建設課 一般競争入札 土木一式 令和4年度　東林坊川河川改修工事 鋳物師屋 伏せ越し工　L=15ｍ 約６か月 第４四半期

長野県千曲市 建設課 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート
令和4年度　市道1-20号線暗渠床版部補修工事 戸倉 床版補修工　A=5㎡ 約４か月 第４四半期

長野県千曲市 建設課 一般競争入札 土木一式 令和4年度　市道城腰水上線道路改良工事 上山田 側溝工　L=40ｍ 約２か月 第４四半期

長野県千曲市 建設課 一般競争入札 舗装 令和4年度　市道白樺森下線道路舗装工事 八幡 アスファルト舗装工A=810㎡ 約３か月 第４四半期

長野県千曲市 都市計画課 一般競争入札 建築一式 雨水排水ポンプ場改修工事 屋代他 耐水扉設置工　N=5箇所 約３か月 第４四半期

長野県千曲市 都市計画課 一般競争入札 造園 屋代第五区街区公園（仮称）植栽工事 屋代 植栽工　N=1式 約４か月 第４四半期

長野県千曲市 上下水道課 一般競争入札 舗装 上徳間地区道路舗装工事 上徳間 舗装工　A=300m2 約２か月 第４四半期

長野県千曲市 上下水道課 一般競争入札 土木一式 野高場上新田地区管路工事 野高場 開削工　L=25m 約２か月 第４四半期



■長野地区の発注見通し

長野地区:長野市,須坂市,千曲市,坂城町,小布施町,高山村,信濃町,小川村,飯綱町,長野国道事務所管内,長野出張所管内,信州新町出張所管内

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京航空局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

長野県千曲市 上下水道課 一般競争入札 土木一式 内川堀田久保地区管路工事 内川 開削工　L=50m 約２か月 第４四半期

長野県千曲市 上下水道課 指名競争入札 水道施設 樺平配水池送水ポンプ更新工事 桑原 送水ポンプ更新　Ｎ＝１台 約２か月 第４四半期

長野県千曲市 教育総務課 一般競争入札 管 五加小学校プ－ルろ過装置改修工事 千本柳 プールろ過装置改修　一式 約４か月 第４四半期

長野県坂城町 商工農林課 指名競争入札 鋼構造物工事 令和４年度 遠隔監視制御装置改修工事 坂城町大字坂城 情報伝送装置・PLC盤更新　一式 ５か月 １０月

長野県坂城町 教育文化課 指名競争入札 土木一式工事 令和４年度 旧久保家住宅敷地内建物解体撤去工事 坂城町大字上平 建物解体撤去 ２か月 １０月

長野県坂城町 建設課 指名競争入札 電気工事
令和４年度 道路メンテナンス補助  

昭和橋３工区 照明設備補修工事
坂城町大字坂城 照明設備補修　一式 ５か月 １０月

長野県小布施町 都市・建設係 指名競争入札 舗装工事 町道５３４－イ号線舗装修繕工事 大字小布施 舗装修繕工　Ｌ＝８０ｍ １か月 第２四半期

長野県小布施町 都市・建設係 指名競争入札 舗装工事 町道１２２号線舗装修繕工事 大字小布施 舗装修繕工　Ｌ＝８０ｍ １か月 第２四半期

長野県小布施町 都市・建設係 指名競争入札 土木一式 町道１３８号線道路改良工事 大字山王島 道路改良工　Ｌ＝５０ｍ ２か月 第２四半期

長野県小布施町 都市・建設係 指名競争入札 土木一式 松の実水路改良工事 大字中松 水路改良工　Ｌ＝１００ｍ １か月 第２四半期

長野県小布施町 都市・建設係 指名競争入札 土木一式 東町水路改良工事 大字小布施 水路改良工　Ｌ＝１００ｍ １か月 第２四半期

長野県小布施町 都市・建設係 指名競争入札 土木一式 雁田水路改良工事 大字雁田 水路改良工　Ｌ＝１００ｍ １か月 第２四半期

長野県小布施町 都市・建設係 指名競争入札 土木一式 福原水路改良工事 大字福原 水路改良工　Ｌ＝１００ｍ １か月 第２四半期

長野県小布施町 子ども支援係 指名競争入札 電気工事 わかば保育園ゆうぎ室空調設備設置工事 大字小布施 空調設備設置 １か月 第２四半期

長野県小布施町 子ども支援係 指名競争入札 電気工事 エンゼルランドセンターゆうぎ室空調設備設置工事 大字小布施 空調設備設置 １か月 第２四半期

長野県小布施町 子ども支援係 指名競争入札 建築一式 栗ガ丘小学校３階普通教室床修繕工事 大字小布施 普通教室棟床張替 １か月 第２四半期

長野県小布施町 子ども支援係 指名競争入札 塗装工事 栗ガ丘小学校プール全面塗装工事 大字小布施 プール塗装 ２週間 第２四半期

長野県小布施町 子ども支援係 指名競争入札 電気工事
小布施中学校パソコン教室

エアコン更新工事
大字小布施 エアコン更新 ３か月 第２四半期

長野県小布施町 生涯学習係 指名競争入札 屋根工事 北斎ホール雨漏り修繕工事 大字小布施 雨漏り修繕 １か月 第２四半期

長野県小布施町 生涯学習係 指名競争入札 舗装工事 町営テニスコート改修工事 大字小布施 人工芝張替 １か月 第２四半期

長野県小布施町 子ども支援係 指名競争入札
電気工事

建築一式
栗ガ丘小学校改修工事 大字小布施 LED照明取り換え、雨漏り防止ほか ３か月 第２四半期

長野県小布施町 上下水道係 指名競争入札 土木一式 小布施北部地区管路施設修繕工事 大字押羽 管渠修繕工　一式 ７か月 第３四半期

長野県小布施町 上下水道係 指名競争入札 土木一式 雁中地区管路施設修繕工事 大字雁田 管渠修繕工　一式 ７か月 第３四半期

長野県小布施町 上下水道係 指名競争入札 電気工事 山王島雨水排水ポンプ場現場統括盤機器更新工事 大字山王島 シーケンサー修繕工 ７か月 第３四半期

長野県小布施町 都市・建設係 指名競争入札 土木一式 北部水路改良工事 大字押羽 水路改良工　Ｌ＝４０ｍ ２か月 第３四半期

長野県小布施町 都市・建設係 指名競争入札 土木一式 中央水路改良工事 大字小布施 水路改良工　Ｌ＝１００ｍ １か月 第３四半期

長野県小布施町 都市・建設係 指名競争入札 建築一式 小布施総合公園木製遊具修繕工事 大字大島 野外ステージ修繕 １か月 第３四半期

長野県小布施町 子ども支援係 指名競争入札 解体工事 栗ガ丘小学校PTA会館解体工事 大字小布施 解体撤去 １か月 第３四半期

長野県小布施町 子ども支援係 指名競争入札 電気工事 小布施中学校体育館受電設備更新工事 大字小布施 受変電設備更新 ３日程度 第３四半期

長野県小布施町 上下水道係 指名競争入札 水道施設工事 山王島地区配水管布設工事 大字山王島 配水管布設工　Ｌ＝150ｍ ４か月 第４四半期

長野県小布施町 上下水道係 指名競争入札 水道施設工事 六川地区配水管布設工事 大字都住 配水管布設工　Ｌ＝150ｍ ４か月 第４四半期

長野県小布施町 都市・建設係 指名競争入札 土木一式 町道３２８号線道路改良工事 大字都住 道路改良工　Ｌ＝５０ｍ ２か月 第４四半期

長野県小布施町 都市・建設係 指名競争入札 土木一式 矢島水路改良工事 大字都住 水路改良工　Ｌ＝４０ｍ ２か月 第４四半期

長野県小布施町 都市・建設係 指名競争入札 土木一式 まるりん踏切安全対策　　　　　歩車分離歩道設置工事 大字小布施 踏切改良工　1カ所 ３か月 第４四半期

長野県小布施町 子ども支援係 指名競争入札 機械器具設置工事 学校給食センター排煙機改修工事 大字小布施 換気扇取替 １か月 第４四半期

長野県高山村 建設水道課　建設係 指名競争入札 土木工事 第2河原橋橋梁補修工事 高山村大字牧字稲荷 橋梁補修工　L=10ｍ ２か月 ２月

長野県高山村
教育委員会　子育て学

校教育係
指名競争入札 電気工事 高山中学校空調設備追加設置工事 高山中学校 空調設備追加設置　一式 ３か月 １月



■長野地区の発注見通し

長野地区:長野市,須坂市,千曲市,坂城町,小布施町,高山村,信濃町,小川村,飯綱町,長野国道事務所管内,長野出張所管内,信州新町出張所管内

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東京航空局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，長野県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

長野県信濃町 建設水道課 指名競争入札 土木工事
町道柏原支線９号線 

側溝整備工事
信濃町仁之倉 側溝整備 ３か月 １０月

長野県信濃町 建設水道課 指名競争入札 土木工事
準用河川新田川 

浚渫工事
信濃町落合 浚渫工事 ４か月 １２月

長野県信濃町 教育委員会 指名競争入札 建築工事 野尻湖支館屋根改修工事 信濃町野尻 公民館屋根改修 ２か月 １０月

長野県小川村 － 指名競争入札 水道 水道基幹改良工事 小川村　向 配水管布施替　L＝285.1ｍ ２か月 １月末

長野県小川村 － 指名競争入札 土木 公共土木施設道路災害復旧工事 雲井橋上他５個所 ブロック積等 ８か月 １月末

長野県小川村 － 指名競争入札 土木 公共土木施設道路災害復旧工事 久木中村 吹付法枠工等 １０か月 １月末

長野県小川村 － 指名競争入札 土木 公共土木施設道路災害復旧工事 大手 吹付法枠工等 １０か月 １月末

長野県小川村 － 指名競争入札 土木 公共土木施設道路災害復旧工事 濁沢 ブロック積等 ８か月 １月末

長野県小川村 － 指名競争入札 土木 公共土木施設道路災害復旧工事 山の神橋上他１個所 ブロック積等 ８か月 ２月末

長野県小川村 － 指名競争入札 土木 公共土木施設道路災害復旧工事 瀬戸川上他２個所 ブロック積等 ８か月 ２月末

長野県小川村 － 指名競争入札 土木 公共土木施設道路災害復旧工事 下村下他４個所 ブロック積等 ８か月 ２月末

長野県小川村 － 指名競争入札 土木 公共土木施設道路災害復旧工事 梶尾下他２個所 ブロック積等 ８か月 ２月末

長野県小川村 － 指名競争入札 土木 公共土木施設道路災害復旧工事 日本記他５個所 ブロック積等 ８か月 ２月末

長野県小川村 － 指名競争入札 土木 公共土木施設道路災害復旧工事 吉刈他４個所 ブロック積等 ８か月 ２月末

長野県小川村 － 指名競争入札 土木 公共土木施設道路災害復旧工事 島田上他２個所 ブロック積等 ８か月 ２月末

長野県飯綱町 建設水道課 指名競争入札 土木工事 社会資本整備総合交付金町道M2-46号線他２路線道路改良工事
大字川上

（夏川）
道路改良工事　L=80m ５ヶ月 第３四半期

長野県飯綱町 建設水道課 指名競争入札 土木工事
地方創生道整備推進交付金町道豊井線道路改良工事 大字赤塩

（下赤塩）
道路改良工事　L=100m ４ヶ月 第３四半期

長野県飯綱町 建設水道課 指名競争入札 土木工事 道路メンテナンス事業鳥居新橋修繕工事 大字牟礼 橋梁修繕工事　一式 ４ヶ月 第３四半期

長野県飯綱町 建設水道課 指名競争入札 土木工事
道路メンテナンス事業みそ川橋ほか修繕工事

大字川上 橋梁修繕工事　一式 ４ヶ月 第３四半期

長野県飯綱町 教育委員会 指名競争入札
電気設備工事及び機械

設備工事
りんごっ子保育園エアコン設置工事 りんごっ子保育園 エアコン７カ所設置 ４ヶ月 第３四半期

長野県飯綱町 産業観光課 指名競争入札 建築工事 霊仙寺湖テニスコート管理棟雪害復旧工事 大字川上 管理棟建築工 ４ヶ月 第３四半期


