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■飯伊地区の発注見通し

飯伊地区:飯田市,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村

○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
南信州地域振興局農地

整備課

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 県営農村地域防災減災事業 古町大井地区 水路橋耐

震補強工事
松川町元大島 鋼製ブラケット設置工  N=３基 約２か月 １２月

長野県
南信州地域振興局農地

整備課

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 地すべり対策事業 飯田2地区 地すべり防止工事 飯田市伊豆木 水路工　L=160ｍ 約２か月 １月

長野県
南信州地域振興局農地

整備課

受注希望型競争

入札
土木一式工事②

令和4年度 県営中山間総合整備事業 豊丘地区 伴野原工区市民

農園工事
豊丘村神稲

管路工　Ｌ＝150m
約３か月 １月

長野県
南信州地域振興局農地

整備課

受注希望型競争

入札
土木一式工事④

令和4年度 県営中山間総合整備事業 花桃の里地区 洞・丸山・

恩田井水工区道水路工事
阿智村伍和

置換層～表層　L＝372ｍ

水路工 L＝193ｍ
約５か月 ２月

長野県
南信州地域振興局農地

整備課

受注希望型競争

入札
土木一式工事①

令和4年度 県単農地地すべり対策事業 大畑地区 地すべり防止

工事
泰阜村大畑

フトン籠工 L=22ｍ 2～5段

水路工 L=22m
約１か月 ３月

長野県 飯田建設事務所
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（道路）工事

阿智村（主）園原インター線　下伊那郡阿

智村　弥七橋他（矢平橋）
軽量盛土工　L=101m、V=1,000m3

約１１か

月
１２月

長野県 飯田建設事務所
受注希望型競争

入札
造園工事 令和4年度県単道路橋梁維持（沿道美化）工事

管内一円（国）151号　飯田市　中央通り

他
街路樹剪定工　一式 約５か月 １２月

長野県 飯田建設事務所
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　交付金地すべり対策工事 大鹿村（地）釜沢　下伊那郡大鹿村　釜沢

地すべり対策工

グラウンドアンカー工 L=30 N=45本

吹付法枠工　L=100m A=1400m2

約１１か

月
１２月

長野県 飯田建設事務所
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　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策工事 根羽村（急）田島　下伊那郡根羽村　田島 法面対策工 約７か月 １２月

長野県 飯田建設事務所
総合評価落札方

式
鋼構造物工事 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

天龍村県内一円　飯田管内一円　橋梁補修

（(一）大河内中川原線　下伊那郡天龍村

一の沢橋）

橋梁上部工（鋼単純合成鈑桁橋）L=15.0m　W=4.00m

鋼重8.07t　架設工一式

約１０か

月
１２月

長野県 飯田建設事務所
受注希望型競争

入札
土木一式工事① 令和４年度　県単河川改修（補正）工事

高森町（一）大島川　下伊那郡高森町　吉

田橋下
護岸工　L=10ｍ 約６か月 １２月

長野県 飯田建設事務所
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　県単砂防維持工事 管内一円飯田管内一円　（砂）野底川

支障木除去工　一式

堆積土除去工　一式
約６か月 １２月

長野県 飯田建設事務所
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　県単道路橋梁維持（交安維持）合冊工事

管内一円飯田管内一円　管内一円　上新井

交差点他
大型案内標識取替工 N=7基 約５か月 １２月

長野県 飯田建設事務所
受注希望型競争

入札

とび・土工・コンク

リート工事④
令和4年度　国補ダム建設（治水ダム）（加速化）工事

飯田市松川ダム（再開発）　飯田市　松川

ダム３工区

貯水池内掘削工

　仮置土積込・運搬工　V=10,000m3
約７か月 １月

長野県 飯田建設事務所
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　国補土砂災害対策道路工事

天龍村(一)為栗和合線　下伊那郡天龍村～

阿南町　為栗～和合（為栗2号）

落石対策工

　ポケット式落石防止網工　L=60.0m
約６か月 １月

長野県 飯田建設事務所
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工事

泰阜村（一）下条米川飯田線　飯田市ほか

陽皐～弁天橋（泰阜村三耕地他1）

法面対策工

　コンクリート吹付工A=860m2
約７か月 １月

長野県 飯田建設事務所
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　県単河川維持・県単河川維持（緊急浚渫）合冊工

事
喬木村（一）加賀須川 喬木村　加々須

護岸工　一式

根固工　一式

堆積土除去工　一式

約６か月 １月

長野県 飯田建設事務所
受注希望型競争

入札
土木一式工事② 令和4年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事

飯田市（主）飯島飯田線・（一）上飯田線

飯田市　座光寺上郷道路２工区
付替道路工　L=70m　W=4.0(5.0)m 約６か月 １月

★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

長野県 飯田建設事務所
総合評価落札方

式
舗装工事① 令和4年度　道路改築工事

阿南町（一）深沢阿南線　下伊那郡阿南町

和合上
道路拡幅工　L=100.0m　W=5.5(7.0)m 約６か月 １月

長野県 飯田建設事務所
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　災害防除（加速化）工事 喬木村（一）上飯田線　上村～氏乗 落石防止網工　L=150m　A=850m3 約９か月 １月

長野県 飯田建設事務所
総合評価落札方

式
建築一式工事 令和4年度　防災・安全交付金（公園：長寿命化対策）工事

管内一円南信州広域公園　下伊那郡売木村

南信州広域公園
浄化槽更新　一式 約５か月 １月

長野県 飯田建設事務所
受注希望型競争

入札
土木一式工事① 令和4年度県単道路橋梁維持（歩道リメイク）工事 管内一円（国）256号　飯田市　水神橋西 歩道修繕工　L=47m 約５か月 １月

長野県 飯田建設事務所
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）砂防工事

喬木村（砂）小川川　下伊那郡喬木村　矢

筈
堆積土除去工V=80,000m3

約１０か

月
１月

長野県 飯田建設事務所
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　交付金急傾斜地崩壊対策（加速化）（重）工事 飯田市（急）上新町　飯田市　上新町 崩壊土砂防止柵工  L=136.5m

約１０か

月
１月

長野県 飯田建設事務所
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　交付金通常砂防（加速化）工事 飯田市(砂)梅の久保沢　飯田市　小道木

法面工

　吹付法枠工　A=826m2

　グラウンドアンカー工　N=18本

約９か月 １月

長野県 飯田建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事⑤ 令和４年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策工事 飯田市（急）青木　飯田市　青木1工区

現場吹付法枠工L=64m A=1795m2　鉄筋挿入工N=445

本
約９か月 １月

長野県 飯田建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事⑤ 令和４年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策工事 飯田市（急）青木　飯田市　青木2工区

現場吹付法枠工L=60m A=1611m2　鉄筋挿入工N=393

本
約９か月 １月

長野県 飯田建設事務所
受注希望型競争

入札
舗装工事② 令和４年度　国補道路改築（地域連携）工事 飯田市（国）１５３号　飯田北改良２工区 舗装工　A=750m2 約６か月 １月

長野県 飯田建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事② 令和４年度　県単道路改築工事 飯田市（一）田中乱橋線　飯田市　箱川 道路築造工L=80m　W=5.5（7.0）m 約６か月 １月

長野県 飯田建設事務所
総合評価落札方

式
土木一式工事⑥ 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事

飯田市（主）飯島飯田線・（一）上飯田線

飯田市　座光寺上郷道路３工区
橋梁下部工（A1橋台、A2橋台）　N=2基

約１０か

月
１月

長野県 飯田建設事務所
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)工事 飯田市(国)152号　飯田市　小嵐バイパス

道路築造工　L=384ｍ

　補強盛土工　L=156ｍ

　表層工　L=384m

約９か月 １月

長野県 飯田建設事務所
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）・県単道路改築（合

併）工事

松川町（主）伊那生田飯田線　宮ヶ瀬橋１

工区

道路拡幅工　L=180ｍ　W=6.5(10.25)ｍ

旧道処理工　L=200m
約６か月 １月

長野県 飯田建設事務所
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（トンネル）工事

管内一円県内一円　飯田管内一円　トンネ

ル補修　赤石トンネル他

トンネル補修工　N=2箇所

剥落対策工、漏水対策工　一式

約１０か

月
１月

長野県 飯田建設事務所
総合評価落札方

式
鋼構造物工事 令和4年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

管内一円県内一円　飯田管内一円　橋梁補

修（沓掛沢橋他10橋）

橋梁補修工　N=11橋

排水装置補修工、鋼桁補修工、高欄取替工１式

約１４か

月
１月

長野県 飯田建設事務所
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　県単河川維持（緊急浚渫）工事 管内一円飯田管内一円

支障木除去工　一式

堆積土除去工　一式
約６か月 １月

長野県 飯田建設事務所
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　県単砂防維持工事 管内一円飯田管内一円　（砂）蛇沢川

支障木除去工　一式

堆積土除去工　一式
約７か月 １月

長野県 飯田建設事務所
総合評価落札方

式
鋼構造物工事 令和４年度　国補道路メンテナンス（道路付属物）工事

管内一円県内一円　飯田管内一円　道路付

属物補修　別府横断歩道橋他

横断歩道橋修繕工　N=2箇所

橋梁補修工　一式

約１０か

月
１月
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長野県 飯田建設事務所 一般競争入札 機械器具設置工事 令和4年度　国補　ダムメンテナンス（加速化）工事 飯田市（一）松川　飯田市　松川ダム

係船設備更新

　昇降設備　一式

　機側操作盤　一式

約１２か

月
２月

長野県 飯田建設事務所
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（急）工事 飯田市（急）萱垣下　飯田市　鼎上山

吹付法枠補修工

L=84m　A=1,891m2
約７か月 ２月

長野県 飯田建設事務所
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（街路）工事

飯田市（都）東新町座光寺線　飯田市　上

郷２工区

道路築造工 L=78.0m W=6.0(13.0)m

取付道路工 L=70.0m W=5.5(7.0)m

約１１か

月
２月

長野県 飯田建設事務所
総合評価落札方

式
電気工事 令和３年度　防災・安全交付金（公園：長寿命化対策）工事

飯田市飯田運動公園　飯田市　飯田運動公

園
野球場照明更新　N=４基 約８か月 ２月

長野県 飯田建設事務所
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　国補土砂災害対策道路(加速化)工事

売木村（主）阿南根羽線　下伊那郡阿南町

～根羽村　巾川～小戸名（カンボー他1）
法面対策工 約８か月 ２月

長野県 飯田建設事務所
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　国補土砂災害対策道路(加速化)工事

阿南町（主）阿南根羽線　下伊那郡阿南町

～根羽村　巾川～小戸名（巾川他1）
法面対策工 約８か月 ２月

長野県 飯田建設事務所
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　国補土砂災害対策道路(加速化)工事

大鹿村（国）152号　下伊那郡大鹿村　市

野瀬～木沢（アジカ沢２号）

法面対策工

簡易吹付法枠工 L=80m A=640m2
約７か月 ２月

長野県 飯田建設事務所
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　国補土砂災害対策道路(加速化)工事

喬木村（国）152号　下伊那郡喬木村　大

島～阿島（野田原１号）

落石対策工

モルタル吹付工 L=70m A=660m2

落石防護網工 L=75m A=950m2

約８か月 ２月

長野県 飯田建設事務所
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　国補砂防メンテナンス（急）（加速化）工事

飯田市天竜川圏域　管内一円　飯田建設事

務所管内一円（天伯神社下）

吹付法枠補修工 L=77m

　モルタル吹付工 L=77m sl=2.8～12.5m A=416m2
約４か月 ２月

長野県 飯田建設事務所
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　総合流域防災事業（樹木伐採・稼働掘削）工事 阿智村（一）阿智川　駒場

支障木除去工　一式

堆積土除去工　一式
約８か月 ３月

長野県 飯田建設事務所
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　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工

事
飯田市（急）東飯沼　飯田市　東飯沼

斜面対策工

　崩壊土砂防止柵工　L=70m　H=3.5m

約１０か

月
３月

長野県 飯田建設事務所
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　県単河川維持（緊急浚渫）工事 管内一円飯田管内一円　（一）阿智川

支障木除去工　一式

堆積土除去工　一式
約８か月 ３月

長野県 南信発電管理事務所 随意契約 電気通信工事
令和４年度　松川ダム発電所監視制御装置改修工事（その１）

工事
飯田市上飯田 監視制御装置改修 一式 １４か月 １月

長野県 南信発電管理事務所 随意契約 電気工事
令和４年度　くだものの里まつかわ発電所　発電機制御装置改

修工事
松川町上片桐 自立運転機能追加　一式 １３か月 １月

長野県 南信発電管理事務所 随意契約 電気工事 令和４年度　松川ダム発電所監視制御装置改修工事（その２） 飯田市上飯田 監視制御装置改修　一式 １３か月 １月

長野県飯田市 市立病院 一般競争入札 解体 飯田市立病院　御殿山１号医師住宅解体工事 上郷飯沼3229-3 木造２階建　解体　１棟 ３か月 第３四半期

長野県飯田市 市立病院 随意契約 建築 飯田市立病院　地階改修　建築工事 八幡町４３８番地 霊安室、解剖室改修　建築工事 ３か月 第３四半期

長野県飯田市 市立病院 随意契約 電気 飯田市立病院　地階改修　電気設備工事 八幡町４３８番地 霊安室、解剖室改修　電気設備工事 ３か月 第３四半期

長野県飯田市 市立病院 随意契約 管かつ指定店 飯田市立病院　地階改修　機械設備工事 八幡町４３８番地 霊安室、解剖室改修　機械設備工事 ３か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 一般競争入札 土木 交通安全対策補助事業費　通学路緊急対策工事
市道1-27号大休妙琴線 

鼎

道路改良 

L=100ｍ
４か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 一般競争入札 土木 防災対策避難路整備事業　道路改良工事
市道1-39号母子ヶ谷線 

伊賀良下殿岡

道路改良 

L=30m W=5.0m
４か月 第３四半期



■飯伊地区の発注見通し

飯伊地区:飯田市,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村

○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

長野県飯田市 土木課 一般競争入札 土木 社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事 市道1-61号下虎岩中央線  下久堅　下虎岩
道路改良 

L=100m W=5.0m
６か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 一般競争入札 土木 社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事
市道1-31号島垣外宮ヶ洞線  伊賀良　大瀬

木

道路改良 

L=80m W=12.0m
６か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 一般競争入札 土木 橋りょう耐震整備事業 下久堅 橋脚巻き立て　一式 ６か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 一般競争入札 土木 防災・安全交付金事業　道路改良工事 長野原
道路改良 

Ｌ＝165m Ｗ＝7.5ｍ
６か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 指名競争入札 土木 防災対策避難路整備事業　道路改良工事 松尾　毛賀
道路改良 

L=20ｍ
４か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 一般競争入札 土木 防災対策避難路整備事業　道路改良工事
市道千代15号線 

千代

道路改良 

L=120ｍ
４か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 一般競争入札 土木 河川自然災害防止事業　河川改修工事
（準）細田川 

上久堅

護岸工 

L=60m
６か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 指名競争入札 土木 国土保全対策事業　用排水路整備工事
かきの木沢井 

伊賀良　大瀬木

水路工 

L=50m
３か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 指名競争入札 土木 国土保全対策事業　用排水路整備工事
伊賀良井 

伊賀良　北方

水路工 

L=50m
３か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 指名競争入札 土木 国土保全対策事業　用排水路整備工事
伊賀良井 

伊賀良　下殿岡

水路工 

L=60m
３か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 一般競争入札 土木 市道改良事業　道路改良工事
市道伊賀良407号線 

伊賀良　北方

側溝工 

L=86m
４か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 指名競争入札 土木 国土保全対策事業　用排水路整備工事
北平井 

竜丘　駄科

水路工 

L=40m
４か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 指名競争入札 土木 国土保全対策事業　用排水路整備工事
山下井 

松尾　新井

水路工 

L=30m
４か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 指名競争入札 土木 河川自然災害防止事業　河川改修工事
（準）思井川 

松尾

護岸工 

L=30m
４か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 指名競争入札 土木 河川自然災害防止事業　河川改修工事
（普）江戸ヶ沢 

座光寺

護岸工 

L=40m
４か月 第３四半期

長野県飯田市 土木課 一般競争入札 土木 市道改良事業　道路改良工事
市道千代70号線 

千代　毛呂窪

道路改良 

L=180m　W=6.5m
４か月 第３四半期

長野県飯田市 国県関連事業課 指名競争入札 土木 国県関連事業　防火水槽設置工事 座光寺　宮の前 防火水槽設置　N=1基 ２か月 第３四半期

長野県飯田市 国県関連事業課 一般競争入札 土木
社会資本整備総合交付金事業 

道路改良工事
座光寺　原

道路改良 

L=150m W=5.0m
６か月 第３四半期

長野県飯田市 維持管理課 指名競争入札 建築
公園改修事業 

トイレ改修工事
北方公園

東側トイレ改修　1式 

西側トイレ改修　1式
４か月 第３四半期

長野県飯田市 維持管理課 指名競争入札 建築
飯田子どもの森公園維持管理事業 

トイレ改修工事
かざこし子どもの森公園 トイレ改修　1式 ３か月 第３四半期

長野県飯田市 維持管理課 一般競争入札 土木
都市公園長寿命化対策事業 

公園施設改修工事
風越公園（権助） 防護柵設置工事一式 ３か月 第３四半期

長野県飯田市 維持管理課 一般競争入札 ほ装
公共施設等適正管理推進事業 

道路舗装補修工事
市道山本294号線

道路舗装 

L=400m　W=5.0m
４か月 第３四半期



■飯伊地区の発注見通し

飯伊地区:飯田市,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村

○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

長野県飯田市 維持管理課 指名競争入札 土木
道路メンテナンス事業 

橋梁長寿命化修繕工事

市道川路１４０号線 

死出久沢２号橋

橋梁補修　１式 

橋長　L=4.9m
３か月 第３四半期

長野県飯田市 維持管理課 指名競争入札 土木
道路メンテナンス事業 

橋梁長寿命化修繕工事

市道座光寺５０号線 

南大島川１号橋

橋梁補修　１式 

橋長　L=13.0m
４か月 第３四半期

長野県飯田市 維持管理課 指名競争入札 土木
道路メンテナンス事業 

橋梁長寿命化修繕工事

市道１－６１号下虎岩中央線　　芦の沢橋

他１

橋梁補修　１式 

芦の沢橋　L=6.3m 

飯田市新1号橋　L=6.4m

４か月 第３四半期

長野県飯田市 維持管理課 指名競争入札 土木
道路メンテナンス事業 

橋梁長寿命化修繕工事

市道上久堅１８１号線 

井の口橋他２

橋梁補修　１式 

井の口橋　L=5.1m 

落倉観音橋　L=4.0m 

平栗川1号橋　L=4.7m

４か月 第３四半期

長野県飯田市 維持管理課 指名競争入札 土木
道路メンテナンス事業 

橋梁長寿命化修繕工事

市道１－３２号山口線 

大井橋他１

橋梁補修　１式 

大井橋　L=4.8m 

大井川1号橋　L=3.3m

４か月 第３四半期

長野県飯田市 維持管理課 指名競争入札 土木
道路メンテナンス事業 

橋梁長寿命化修繕工事

市道龍江３５号線 

倉田橋

橋梁補修　１式 

橋長 L=3.5m
３か月 第３四半期

長野県飯田市 維持管理課 一般競争入札 土木
道路メンテナンス事業 

橋梁長寿命化修繕工事

市道南信濃１００号線 

飯田市２号橋他１

橋梁補修　１式 

飯田市2号橋　L=8.5m 

飯田市3号橋　L=4.1m

５か月 第３四半期

長野県飯田市 維持管理課 一般競争入札 土木
道路メンテナンス事業 

橋梁長寿命化修繕工事

市道山本１３１号線 

米川１号橋他１

橋梁補修　１式 

米川1号橋 L=6.1m 

中平橋　L=8.9m

５か月 第３四半期

長野県飯田市 水道課 一般競争入札 水道施設 野底浄水場補完事業　上郷第1配水池築造工事 上郷黒田
配水池築造工事　1式 

機械・電気室築造工事他　1式
１８か月 第３四半期

長野県飯田市 水道課 指名競争入札 水道施設 共同管解消事業　配水管布設工事 上郷別府 ダクタイル鋳鉄管φ75　Ｌ＝120ｍ ４か月 第３四半期

長野県飯田市 水道課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 松尾明 ダクタイル鋳鉄管φ75　Ｌ＝70ｍ ４か月 第３四半期

長野県飯田市 水道課 一般競争入札 水道施設 基幹管路布設替工事 座光寺
ダクタイル鋳鉄管φ150　Ｌ＝30ｍ 

SUS管φ150　L=40ｍ
５か月 第３四半期

長野県飯田市 水道課 一般競争入札 水道施設 上郷第４配水池関連事業　送水管更生工事 上郷黒田 シールホースφ190　Ｌ＝40ｍ ４か月 第３四半期

長野県飯田市 水道課 一般競争入札 水道施設 老朽管布設替工事 白山町３丁目南
ダクタイル鋳鉄管φ100　Ｌ＝10ｍ 

SUS管φ100　L=10ｍ
５か月 第３四半期

長野県飯田市 水道課 一般競争入札 水道施設 老朽管布設替工事 鼎東鼎
ダクタイル鋳鉄管φ75~100　Ｌ＝150ｍ 

SUS管φ80　L=10ｍ
５か月 第３四半期

長野県飯田市 水道課 一般競争入札 水道施設 老朽管布設替工事 砂払町
ダクタイル鋳鉄管φ150　Ｌ＝10ｍ 

SUS管φ150　L=10ｍ
５か月 第３四半期

長野県飯田市 水道課 一般競争入札 水道施設 老朽管布設替工事 鼎切石
ダクタイル鋳鉄管φ75　Ｌ＝10ｍ 

SUS管φ80　L=10ｍ
５か月 第３四半期

長野県飯田市 水道課 一般競争入札 土木 市道改良に伴う配水管布設替工事
市道伊賀良407号線 

伊賀良北方
ダクタイル鋳鉄管φ75　Ｌ＝85ｍ ４か月 第３四半期

長野県飯田市 水道課 随意契約 土木 県道改良に伴う送水管布設替工事
座光寺上郷道路 

座光寺
ダクタイル鋳鉄管φ150　Ｌ＝50ｍ ３か月 第３四半期



■飯伊地区の発注見通し

飯伊地区:飯田市,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村

○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

長野県飯田市 下水道課 一般競争入札 土木 公共下水道　地震対策資機材設置工事 三日市場
造成工　１式 

発電機格納庫　１箇所

５～６か

月
第３四半期

長野県飯田市 下水道課 一般競争入札 機械器具設置
防災・安全交付金事業 

地震対策資機材整備に伴う電気設備工事
三日市場

可搬式発電機設置　N=１基 

電気設備　１式

４～５か

月
第３四半期

長野県飯田市 下水道課 一般競争入札 土木 公共下水道　管路施設改築工事 川路　相沢橋上工区
管渠布設替 

φ150mm　L=92ｍ

５～６か

月
第３四半期

長野県飯田市 下水道課 随意契約 機械器具設置 公共下水道　マンホールポンプ改築工事 伊賀良　運動公園下ポンプ場 ポンプ更新　１基
３～４か

月
第３四半期

長野県飯田市 下水道課 一般競争入札 土木 公共下水道　管渠（汚水）機能回復工事 仲ノ町　橋北工区
開削工　 

φ150mm　L=45ｍ

３～４か

月
第３四半期

長野県飯田市 下水道課 指名競争入札 土木 他事業関連　公共下水道　管渠（汚水）仮設工事 座光寺　共和
開削工　 

φ200mm　L=16ｍ

３～４か

月
第３四半期

長野県飯田市 危機管理課 随意契約 解体 令和４年度　鼎第１水防倉庫解体工事 飯田市鼎下茶屋1032-10
鼎第１水防倉庫の解体及び使用可能な資機材の鼎第２水

防倉庫への移送
１か月 第３四半期

長野県飯田市 林務課 一般競争入札 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 林道開設工事
（林道）高平線 

南信濃

林道開設 

L=80.0m W=3.0m
６か月 第３四半期

長野県飯田市 林務課 指名競争入札 土木 林道改良工事
（林道）赤石線 

南信濃・上村

林道橋梁保全整備 

L=36.0m W=4.0m
４か月 第３四半期

長野県飯田市 生涯学習･ｽﾎﾟｰﾂ課 一般競争入札 建築 飯田西中学校　屋外トイレ改築工事 羽場 屋外トイレ改築工事一式 ４か月 第３四半期

長野県飯田市 生涯学習･ｽﾎﾟｰﾂ課 一般競争入札 建築 旭ヶ丘中学校　屋外トイレ改築工事 伊賀良 屋外トイレ改築工事一式 ４か月 第３四半期

長野県飯田市 生涯学習･ｽﾎﾟｰﾂ課 一般競争入札 建築 武道館　トイレ改修工事 東野 トイレ改修工事一式 ３か月 第３四半期

長野県飯田市 文化財保護活用課 指名競争入札 造園
恒川遺跡群保存活用事業　恒川史跡公園整備工事　正倉院北側

エリア
座光寺 史跡公園整備 A≒0.09ha ４か月 第３四半期

長野県飯田市 中央図書館 一般競争入札 電気 中央図書館照明更新工事 中央図書館 中2階照明ＬＥＤ化工事 ３か月 第３四半期

長野県飯田市 中央図書館 随意契約 機械器具設置 中央図書館エレベーター更新工事 中央図書館 エレベーターの更新 ２か月 第３四半期

長野県飯田市 子育て支援課 一般競争入札 電気 鼎みつば保育園自家発設備更新工事 鼎名古熊
非常用自家発電設備　31.5kva 

既存撤去、試運転等
２か月 第３四半期

長野県飯田市 ﾘﾆｱ整備課 一般競争入札 土木
社会資本整備総合交付金事業　道路改良工事　市道上郷489号

線
上郷飯沼

道路改良 

L=100m　W=9.0m（片歩道）
６か月 第３四半期

長野県飯田市 ﾘﾆｱ整備課 一般競争入札 土木
社会資本整備総合交付金事業　道路改良工事　市道上郷490号

線
上郷飯沼

道路改良 

L=100m　W=7.0m
６か月 第３四半期

長野県飯田市 結いﾀｰﾝ移住定住推進課 一般競争入札 建築
定住促進空き家活用事業 

（押出地域振興住宅改修工事）
南信濃

旧教職員住宅の改修 

　1棟２戸
５か月 第３四半期

長野県飯田市 国県関連事業課 一般競争入札 土木
社会資本整備総合交付金事業 

道路改良工事
座光寺　中原

道路改良 

L=70m W=4.0m
３か月 第４四半期

長野県飯田市 維持管理課 一般競争入札 土木
道路メンテナンス事業 

橋梁長寿命化修繕工事
市道1-76号百巣毛呂窪線　　農免紅葉橋

橋梁補修　１式 

橋長　L=15.9m
５か月 第４四半期

長野県飯田市 維持管理課 一般競争入札 土木
道路メンテナンス事業 

橋梁長寿命化修繕工事

市道鼎２８３号線 

宇登洞橋

橋梁補修　１式 

橋長　L=12.0m
５か月 第４四半期

長野県飯田市 維持管理課 一般競争入札 土木
道路メンテナンス事業 

橋梁長寿命化修繕工事

市道南信濃２２号線 

押出橋

橋梁補修　１式 

橋長　L=48.3m
６か月 第４四半期

長野県飯田市 水道課 一般競争入札 管かつ指定店 老朽管布設替に伴う給水切替工事 白山町2丁目 給水切替　N=32カ所 ３か月 第４四半期



■飯伊地区の発注見通し

飯伊地区:飯田市,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村

○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

長野県飯田市 水道課 指名競争入札 管かつ指定店 老朽管布設替に伴う給水切替工事 鼎東鼎 給水切替　N=10カ所 ２か月 第４四半期

長野県飯田市 子育て支援課 指名競争入札 電気 座光寺保育園遊戯室照明改修工事 座光寺 遊戯室照明LED化工事 ３か月 第４四半期

長野県飯田市 ﾘﾆｱ推進課 指名競争入札 土木 リニア推進事業　道路改良工事 上郷 飯沼 北条
排水工・道路舗装工 

L=50.0m W=5.0m
６か月 第４四半期

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 道路改良工事 町単　町道高田線　道路改良工事 松川町古町北部 拡幅改良　L=100.0m　W=5.0m ５か月 １１月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 道路改良工事 町単　町道７２号線　道路改良工事 松川町宗源原 拡幅改良　L=120.0m　W=6.5m ６か月 １０月

長野県松川町 建設水道課　土木係 一般競争入札 道路改良工事 辺地対策事業　町道弥太沢線　道路改良工事 松川町西山 拡幅改良　L=250.0m　W=5.5m ７か月 ９月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 道路改良工事 町単　町道294号線　道路改良工事 松川町古町中部 拡幅改良　L=100.0m　W=4.0m ５か月 １０月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 舗装改良工事 都市再生整備計画事業　町道８７号線　舗装改良工事 松川町城北 舗装改良　L=500.0m　W=6.5m ６か月 ４月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 局部改良工事 町単　町道９４号線　局部改良工事 松川町北垣外 拡幅改良　L=50.0m　W=3.0m ４か月 ５月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 局部改良工事 町単　町道８７号線　局部改良工事 松川町城北 拡幅改良　L=20.0m ３か月 ９月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 局部改良工事 町単　町道青木桜山線　局部改良工事 松川町大島上部 拡幅改良　L=50.0m　W=4.5m ４か月 １２月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 局部改良工事 町単　町道６５号線　局部改良工事 松川町清泉地上 拡幅改良　L=50.0m　W=4.0m ５か月 １１月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 局部改良工事 町単　町道北部二号線　局部改良工事 松川町大沢北部 拡幅改良　L=50.0m　W=4.0m ４か月 １２月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 局部改良工事 町単　町道１号線　局部改良工事 松川町鶴部 拡幅改良　L=100.0m　W=3.0m ４か月 １２月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 局部改良工事 町単　町道３号線　局部改良工事 松川町間沢 拡幅改良　L=30.0m　W=5.0m ５か月 ７月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 防災工事 辺地対策事業　町道弥太沢線　防災工事 松川町西山 法面工　L=20.0m ５か月 １１月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 防災工事 町単　町道３号線　防災工事 松川町間沢 防護柵工　L=10.0m ３か月 ７月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 防災工事 町単　町道７４号線　防災工事 松川町中山 法面工　L=30.0m ５か月 ５月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 道路補修工事 町単　９５号線　道路補修工事 松川町北垣外 土留工　L=30.0m ３か月 ６月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 道路補修工事 町単　町道２１６号線　道路補修工事 松川町樫原 法留工　L=30.0m ３か月 ８月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 道路補修工事 町単　町道20号線　道路補修工事 松川町大栢 土留工　L=50.0m ４か月 ５月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 道路補修工事 町単　町道２５号線　道路補修工事 松川町城 土留工　L=30.0m ３か月 ７月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 道路補修工事 町単　町道松川線　道路補修工事 松川町町谷 土留工　L=15.0m ３か月 ６月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 道路補修工事 町単　町道１０１号線　道路補修工事 松川町大沢北部 土留工　L=30.0m ４か月 １１月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 道路補修工事 町単　町道５３号線　道路補修工事 松川町寺沢 土留工　L=20.0m ３か月 ８月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 道路補修工事 町単　町道４３号線　道路補修工事 松川町寺沢 土留工　L=20.0m ３か月 ８月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 道路補修工事 町単　町道１１８号線　道路補修工事 松川町部奈 土留工　L=50.0m ５か月 １１月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 道路補修工事 町単　町道２３０号線　道路補修工事 松川町部奈 土留工　L=30.0m ４か月 １２月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 道路補修工事 町単　町道８７号線　道路補修工事 松川町中山 土留工　L=30.0m ３か月 １２月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 道路補修工事 町単　町道１７５号線　道路補修工事 松川町柄山 土留工　L=20.0m ４か月 ８月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道３３５号線　側溝整備工事 松川町名子中部 排水工　L=100.0m ４か月 １２月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 辺地対策事業　町道３０５号線　側溝整備工事 松川町およりての森 排水工　L=80.0m ５か月 ６月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道１００号線　側溝整備工事 松川町弥久司 排水工　L=50.0m ４か月 １０月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道３０号線　側溝整備工事 松川町馬坂 排水工　L=30.0m ３か月 ９月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道４号線　側溝整備工事 松川町松川 排水工　L=40.0m ４か月 ７月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道５８号線　側溝整備工事 松川町滝の沢 排水工　L=50.0m ４か月 ４月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道６２号線　側溝整備工事 松川町名子原 排水工　L=50.0m ４か月 ６月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道１１４号線　側溝整備工事 松川町名子北部 排水工　L=40.0m ３か月 ８月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道古町境の沢線　側溝整備工事 松川町下垣外南部 排水工　L=40.0m ３か月 ９月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道市の坪線　側溝整備工事 松川町宗源原 排水工　L=40.0m ３か月 ５月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道２４４号線　側溝整備工事 松川町桑園南部 排水工　L=30.0m ４か月 １１月



■飯伊地区の発注見通し

飯伊地区:飯田市,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村

○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

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道２２０号線　側溝整備工事 松川町桑園北部 排水工　L=40.0m ４か月 １１月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道樫原線　側溝整備工事 松川町樫原 排水工　L=50.0m ４か月 ４月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道１６２号線　側溝整備工事 松川町原田 排水工　L=40.0m ４か月 ８月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道１９３号線　側溝整備工事 松川町堤原 排水工　L=80.0m ６か月 １０月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道４３号線　側溝整備工事 松川町諏訪形 排水工　L=30.0m ４か月 １２月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道大沢線　側溝整備工事 松川町清北 排水工　L=60.0m ５か月 ７月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道１６８号線　側溝整備工事 松川町町谷 排水工　L=50.0m ４か月 １２月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道１４３号線　側溝整備工事 松川町上町 排水工　L=40.0m ３か月 ９月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道８５号線　側溝整備工事 松川町上町 排水工　L=40.0m ３か月 ６月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道１２２号線　側溝整備工事 松川町部奈 排水工　L=60.0m ５か月 １１月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 側溝整備工事 町単　町道２２１号線排水　側溝整備工事 松川町塩倉 排水工　L=20.0m ４か月 ７月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 舗装補修工事 町単　町内一円　舗装補修工事（仮） 松川町竜西地区 舗装工 ５か月 ８月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 舗装補修工事 町単　町内一円　舗装補修工事（仮） 松川町竜東地区 舗装工 ５か月 ８月

長野県松川町 建設水道課　土木係 一般競争入札 橋梁補修工事 道路メンテナンス事業　町道古町境の沢線　橋梁補修工事 松川町台城橋 橋梁補修工　1橋 ６か月 ７月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 河川排水工事 町単　名子井　河川排水工事 松川町まつかわの里 水路工　L=50.0m ５か月 １１月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 河川排水工事 緊急自然災害防止対策事業　名子井排水　河川排水工事 松川町まつかわの里 水路工　L=20.0m ４か月 ８月

長野県松川町 建設水道課　土木係 指名競争入札 河川排水工事 町単　宮沢川　河川排水工事 松川町中の村 護岸工　L=20.0m ３か月 １０月

長野県松川町
建設水道課　建設管理

係
指名競争入札 区画線設置工 区画線設置工事 松川町内 区画線設置工 ３か月 ９月

長野県松川町
建設水道課　建設管理

係
指名競争入札 安全施設工事 通学路安全対策工事 松川町内 安全施設工 ３か月 ９月

長野県松川町
建設水道課　農地整備

係
指名競争入札 JR資格業者 団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業古町大井地区 松川町古町大井 水路橋補修 ４か月 ８月

長野県松川町 建設水道課　上水道係 指名競争入札 管工事 配水管布設替工事 松川町古町東部 配水管布設替、消火栓設置 ４か月 ６月

長野県松川町 建設水道課　上水道係 指名競争入札 管工事 配水管布設替工事 松川町新井南部 配水管布設替 ４か月 ７月

長野県松川町 建設水道課　上水道係 指名競争入札 管工事 配水管布設替工事
松川町　　　　　　　　　上新井交差点付

近
配水管布設替 ４か月 １２月

長野県松川町 建設水道課　上水道係 指名競争入札 管工事 雨水幹線工事影響による配水管布設替工事 松川町新井南部 配水管布設替 ６か月 ９月

長野県松川町 建設水道課　上水道係 指名競争入札 管工事 配水管撤去工事 松川町旧宮ヶ瀬橋 配水管撤去 ６か月 ６月

長野県松川町
建設水道課　料金・下

水道係
一般競争入札 雨水管渠工事 上新井雨水幹線工事 松川町新井南部

ボックスカルバート布設

L=123ｍ
６か月 ９月

長野県松川町
建設水道課　料金・下

水道係
一般競争入札 雨水管渠工事 新井南部地区雨水管渠工事 松川町新井南部

ボックスカルバート布設

L=196ｍ
６か月 ９月

長野県松川町
建設水道課　料金・下

水道係
指名競争入札 電気設備工事 上片桐クリーンセンター高圧受電設備改修 松川町鶴部 高圧ケーブル、高圧負荷開閉器他更新 ８か月 ８月

長野県松川町 住民税務課 指名競争入札 塗装工事 上片桐改善センター屋根塗装工事 上片桐農村環境改善センター 屋根塗装工事(東側、多目的ホール) ４か月 ７月

長野県松川町 産業観光課 一般競争入札 建築工事 旧松川青年の家施設長寿命化等改修工事 松川町　西山 屋根、給排水管設備等改修 ６か月 １０月

長野県松川町 農業振興係 指名競争入札 電気工事 総合交流促進施設（梅松苑）大規模改修事業 生田中山 交流棟エアコン設置・キャンプ場電源導入工事 ５か月 １０月

長野県松川町 農業振興係 指名競争入札 建築工事 果樹研修生交流棟改修工事 上片桐清北 交流棟の談話室整備 ３か月 ４月

長野県高森町 環境水道課 指名競争入札 下水道工事 農業集落排水事業　上平浄化センター周辺管路布設工事 山吹　上平浄化センター周辺 開削工VUФ250 L＝320ｍ ６か月 １０月

長野県高森町 環境水道課 随意契約 下水道工事 農業集落排水事業　新みつば保育園建設に伴う下水道改良工事 牛牧　新みつば保育園周辺 開削工VUФ200 L＝10ｍ １か月 ６月



■飯伊地区の発注見通し

飯伊地区:飯田市,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村

○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

長野県高森町 環境水道課 指名競争入札 下水道機械設備工事 公共下水道事業　上平統合管路布設工事 山吹カインズ西・下平工業団地入口 マンホールポンプ2基 ６か月 ７月

長野県高森町 環境水道課 指名競争入札 下水道工事 公共下水道事業　天竜川かわまちづくり周辺管路布設工事 山吹　㈱カインズ東 開削工VUФ150 L＝100ｍ 推進工HPФ150 L＝120ｍ ６か月 ７月

長野県高森町 環境水道課 指名競争入札 下水道工事 公共下水道事業　管渠ストックマネジメント　MH蓋更新工事 町内全域 マンホールポンプ蓋10基 ６か月 ９月

長野県高森町 環境水道課 指名競争入札 下水道機械設備工事
公共下水道事業　処理場ストックマネジメント　脱水機軸更新

工事
高森浄化センター 脱水機3・4軸更新1式 ４か月 １０月

長野県高森町 環境水道課 指名競争入札 下水道機械設備工事 公共下水道事業　吉田ポンプ場自家発電設備設置工事 吉田ポンプ場（あさぎりの郷西） 吉田ポンプ場自家発電設備設置1式 ９か月 ５月

長野県高森町 環境水道課 指名競争入札 水道機器設備工事 量水器交換工事 町内全域 量水器Ф13_707個・Ф20_11個・Ф25_8個ほか ６か月 ５月

長野県高森町 環境水道課 指名競争入札 水道工事 配水管布設工事（1工区） 山吹　正木地区
開削工HPPEФ100L＝487.3ｍ・Ф75L＝97.1ｍ・PPФ

50L＝197.4ｍほか
７か月 ５月

長野県高森町 環境水道課 指名競争入札 水道工事 配水管布設工事（2工区） 山吹　正木地区
開削工HPPEФ100L＝246.2ｍ・Ф100L＝17.0ｍ・減圧

弁設置ほか
６か月 ６月

長野県高森町 環境水道課 指名競争入札 水道工事 新みつば保育園建設に伴う配水管布設工事 牛牧　新みつば保育園周辺 開削工HPPEФ75L＝75ｍ・消火栓移設ほか ６か月 ６月

長野県高森町 環境水道課 随意契約 水道工事 新高森消防署建設に伴う配水管布設工事（1工区） 山吹　R153沿い 開削工GXФ75L＝100ｍほか ５か月 ８月

長野県高森町 環境水道課 随意契約 水道工事 新高森消防署建設に伴う配水管布設工事（2工区） 山吹　国道横断～㈱カインズ南 開削工GXФ75L＝95ｍほか ５か月 ８月

長野県高森町 環境水道課 指名競争入札 水道工事 堂所浄水場　二の沢水源　制水扉更新工事 堂所浄水場　二の沢水源 制水扉更新1式 ７か月 ５月

長野県高森町 健康福祉課 指名競争入札 建築工事他 認知症高齢者グループホーム修繕工事 認知症高齢者グループホーム 屋根塗装、エアコン・給湯器入れ替え等　修繕一式 ５か月 ７月

長野県高森町 建設課 指名競争入札 土木 地方創生道整備交付金事業　道路改良工事 牛牧 道路改良工事　Ｌ＝400ｍ ６か月 １０月

長野県高森町 建設課 指名競争入札 土木 橋梁ﾒﾝﾃﾅﾝｽ事業橋梁修繕工事 宮沢川大橋 橋梁修繕　Ｌ＝126ｍ　Ｗ＝10.8ｍ ６か月 ８月

長野県高森町 建設課 指名競争入札 土木 橋梁ﾒﾝﾃﾅﾝｽ事業橋梁修繕工事 江戸ヶ沢5号橋 橋梁修繕　Ｌ＝12.5ｍ　Ｗ＝17.7ｍ ５か月 ８月

長野県高森町 建設課 指名競争入札 土木 公園管理事業公園整備工事 牛牧ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場 造成工事　1式 ３か月 １０月

長野県高森町 建設課 指名競争入札 土木 公園施設健全化事業公園整備工事 丸山・天白公園 遊具等更新　1式 ５か月 １０月

長野県高森町 産業課 指名競争入札 土木工事 令和4年度下市田工業団地整備事業に伴う造成工事 リニアガイドウェーヤード用地1工区 残土運搬・造成工事一式 ４か月 ６月

長野県高森町 産業課 指名競争入札 土木工事 地方創生整備推進交付金（道の整備事業）林道工事 林道不動滝線 L=60m　法面吹付工一式 ３か月 ６月

長野県高森町 総務課 指名競争入札 建築工事 消防団詰所・車庫新築工事 高森町出原　第2分団第2班詰所 詰所・車庫　1棟 ５か月 ５月

長野県阿南町 － 指名競争入札 災害復旧工事 令和4年度公共災害復旧工事 阿南町逆木
復旧延長L=6.0ｍW=4.8～5.4m　コンクリートブロック

積工L=4.4m
３か月 １/１１

長野県阿南町 － 指名競争入札 災害復旧工事 令和4年度公共災害復旧工事 阿南町砂田
復旧延長L=12.0ｍW=5.6～5.8m　コンクリートブロッ

ク積工L=9.4m
３か月 １/１１

長野県阿南町 － 指名競争入札 災害復旧工事 令和4年度公共災害復旧工事 阿南町大那木
復旧延長L=7.0ｍW=2.6m　コンクリートブロック積工

L=6.4m
３か月 １/１１

長野県阿南町 － 指名競争入札 災害復旧工事 令和4年度公共災害復旧工事 阿南町和知野
復旧延長L=15.0ｍW=2.7～4.8m　大型かご枠工

L=10.0m
３か月 １/１１

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 村単既設放牧柵撤去工事 京平国有林 既設放牧柵撤去 ６か月 第１四半期

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 建設 集出荷施設増設工事 阿智村産業振興公社 集出荷施設増設 ３か月 第１四半期

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 林道改良工事 林道極楽峠線 舗装工 ６か月 第１四半期

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 林道改良工事 弓の又線 舗装工 ６か月 第１四半期

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 道路改良工事 中尾 舗装工 ６か月 第１四半期

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 道路改良工事 仏供田横 舗装工 ６か月 第１四半期

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 道路改良工事 中平 舗装工 ６か月 第１四半期

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 道路改良工事 昼神ちさと東 舗装工 ６か月 第１四半期

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 道路改良工事 大野 舗装工 ６か月 第１四半期



■飯伊地区の発注見通し

飯伊地区:飯田市,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村

○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

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 橋梁改良工事 南沢橋 橋梁改良工事 ６か月 第１四半期

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 橋梁改良工事 長塚橋 橋梁改良工事 １１か月 第１四半期

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 橋梁改良工事 二枚橋 橋梁改良工事 ６か月 第１四半期

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 橋梁改良工事 大桑橋 橋梁改良工事 ６か月 第１四半期

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 道路改良工事 洞 道路改良工事 ６か月 第１四半期

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 道路改良工事 一の萱 舗装工 ６か月 第１四半期

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 道路改良工事 濃間割石橋 舗装工 ６か月 第１四半期

長野県阿智村 建設農林課 指名競争入札 土木 林道災害復旧工事 弓の又１ 災害復旧工事 １１か月 第１四半期

長野県阿智村 環境課 指名競争入札 水道 急速濾過池表洗弁取替工事 いもう浄水場 機器更新 ９か月 第１四半期

長野県阿智村 環境課 指名競争入札 水道 ミキサー更新工事 いもう浄水場 機器更新 ９か月 第１四半期

長野県阿智村 環境課 指名競争入札 水道 老朽管布設替工事 中関 水道管布設替 ６か月 第２四半期

長野県阿智村 環境課 指名競争入札 水道 老朽管布設替工事 駒場木戸脇 水道管布設替 ６か月 第２四半期

長野県阿智村 環境課 指名競争入札 水道 老朽管布設替工事 駒場砂田 水道管布設替 ６か月 第２四半期

長野県阿智村 環境課 指名競争入札 水道 本管布設替工事 中関下 水道管布設替 ６か月 第２四半期

長野県阿智村 環境課 指名競争入札 下水道 清内路マンホールポンプ場異常通報装置更新工事 上・下清内路処理区 異常通報装置更新 ９か月 第１四半期

長野県阿智村 環境課 指名競争入札 建設 ストックヤード倉庫建設工事 春日 倉庫建設 ９か月 第２四半期

長野県阿智村 教育委員会 指名競争入札 建設 阿智第一小学校改修工事 阿智第一小学校 自動水栓化他 ４か月 第１四半期

長野県阿智村 教育委員会 指名競争入札 建設 阿智第三小学校会議室改修工事 阿智第三小学校 会議室改修 ４か月 第１四半期

長野県阿智村 教育委員会 指名競争入札
土木・

建設
清内路小学校改修工事 清内路小学校 駐車場・プール改修 ４か月 第１四半期

長野県阿智村 教育委員会 指名競争入札 建設 阿智第二小学校プール改修工事 阿智第二小学校 プール改修 ３か月 第１四半期

長野県阿智村 教育委員会 指名競争入札 建設 防火設備改修工事 阿智第一・第二小学校 防火シャッター改修 ４か月 第１四半期

長野県阿智村 教育委員会 指名競争入札 建設 智里東保育園未満児棟増築工事 智里東保育園 未満児棟増築 ９か月 第２四半期

長野県阿智村 教育委員会 指名競争入札 建設 清内路保育園空調設備設置工事 清内路保育園 空調設備設置 ６か月 第１四半期

長野県阿智村 教育委員会 指名競争入札 建設 伍和保育園給食設備設置工事 伍和保育園 給食設備設置 ４か月 第１四半期

長野県阿智村 教育委員会 指名競争入札 建設 中央公民館高架水槽等改修工事 中央公民館 高架水槽等改修 ５か月 第１四半期

長野県阿智村 教育委員会 指名競争入札 建設 智里東公民館空調設備工事 智里東公民館 空調設備設置 ５か月 第１四半期

長野県阿智村 教育委員会 指名競争入札 土木 阿智中学校体育館駐車場舗装工事 阿智中学校 舗装工事 ５か月 第１四半期

長野県阿智村 総務課 指名競争入札 土木 村道治部坂道路改良工事 浪合治部坂 道路改良工事 ５か月 第１四半期

長野県阿智村 総務課 指名競争入札 建設 浪合フォーラム改修工事 浪合 内外壁、建具、屋根改修 ７か月 第１四半期

長野県阿智村 総務課 指名競争入札 土木 浪合小学校下駐車場舗装工事 浪合宮本 舗装工 ５か月 第２四半期

長野県阿智村 協働活動推進課 指名競争入札 解体 村営住宅解体工事 中関団地 １棟4戸 ３か月 第２四半期

長野県阿智村 商工観光課 指名競争入札 建設 月川トイレ改修工事 智里 トイレ改修 ４か月 第１四半期

長野県阿智村 民生課 指名競争入札 土木 福祉施設駐車場舗装側溝工事 春日 舗装工 ６か月 第１四半期

長野県根羽村 振興課 指名競争入札 土木工事 村道横旗橋修繕工事 根羽村横旗 橋梁修繕 １２か月 ２月

長野県下條村 下條村役場総務課 指名競争入札 設備 デジタル防災行政無線（同報系）更新工事 村内 親局設備、屋外子局設備の機能強化、更新
１年１０

か月
５月

長野県下條村 下條村役場福祉課 指名競争入札 建築設備 プール屋根廻り修繕工事 いきいきらんど下條 リハビリプールや周辺（屋根等）の修繕 ６か月 ９月

長野県下條村 下條村役場振興課 指名競争入札 土木一般 水路補修工事 下條村　休戸地区
L＝100.0ｍ

W=0.3m
３か月 第３四半期

長野県下條村 下條村役場振興課 指名競争入札 土木一般 水路補修工事 下條村　北又地区
L＝66.0ｍ

W=0.3m
３か月 第１四半期



■飯伊地区の発注見通し

飯伊地区:飯田市,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村

○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

長野県下條村 下條村役場振興課 指名競争入札 土木一般 水路補修工事 下條村　粒三地区
L＝51.8ｍ

W=0.6m
５か月 第３四半期

長野県下條村 下條村役場振興課 指名競争入札 土木一般 道路改良舗装工事 下條村　上野原地区
L＝45.0ｍ

W=5.0m
６か月 第２四半期

長野県下條村 下條村役場振興課 指名競争入札 土木一般 道路改良舗装工事 下條村　中平地区
L＝108.3ｍ

W=4.0m
６か月 第３四半期

長野県下條村 下條村役場振興課 指名競争入札 土木一般 道路改良舗装工事（歩道） 下條村　合原地区
L＝112.6ｍ

W=1.5m
６か月 第１四半期

長野県下條村 下條村役場振興課 指名競争入札 土木一般 道路改良舗装工事 下條村　合原地区
L＝100.0ｍ

W=5.2m
６か月 第２四半期

長野県下條村 下條村役場振興課 指名競争入札 土木一般 道路改良舗装工事 下條村　北又地区
L＝169.8ｍ

W=4.0m
４か月 第３四半期

長野県下條村 下條村役場振興課 指名競争入札 土木一般 橋梁修繕工事 下條村　牛ヶ爪橋
L＝20.92ｍ

W=3.5m
４か月 第１四半期

長野県下條村 下條村役場振興課 指名競争入札 土木一般 橋梁修繕工事 下條村　濁沢橋
L＝18.30ｍ

W=6.5m
４か月 第１四半期

長野県下條村 下條村役場振興課 指名競争入札 建設 外壁洗浄、軒天塗装工事 第4.5メゾンコスモス 外壁洗浄、軒天塗装 ５か月 第１四半期

長野県下條村 下條村教育委員会 指名競争入札 塗装 改修工事 コスモホール 屋根、外壁改修 ５か月 第１四半期

長野県売木村 － 指名競争入札 土木工事 令和4年度公共土木施設災害復旧工事 売木村カンボ
村道災害復旧工事

路盤流出復旧
３か月 １月

長野県天龍村 林務係 指名競争入札 舗装 補助林道整備事業 林道虫川新野峠線 AS舗装L=400ｍ ６か月 第２四半期

長野県天龍村 林務係 指名競争入札 土木 電源立地地域対策交付金事業 林道小河内川線 改良・舗装L=300ｍ ６か月 第２四半期

長野県天龍村 建設係 指名競争入札 土木 辺地対策事業　道路開設改良 （仮称）村道新平神線　不当下
道路改良

L=100ｍ
８か月 第２四半期

長野県天龍村 建設係 指名競争入札 土木 辺地対策事業　道路改良 村道戸口向方線　戸口
道路改良

L=100ｍ
８か月 第２四半期

長野県天龍村 建設係 指名競争入札 土木 過疎対策事業　側溝修繕 村道松島福島線他　松島
側溝等整備

L=100ｍ
６か月 第２四半期

長野県天龍村 建設係 指名競争入札 土木 防災対策事業　道路修繕 村道峠山線　スドウチ
集水井修繕

1箇所
８か月 第２四半期

長野県天龍村 建設係 指名競争入札 土木 電源立地地域対策交付金事業　法面防災舗装 村道川合線　中組
法面吹付工

L=50ｍ他
８か月 第２四半期

長野県天龍村 建設係 指名競争入札 土木 道路メンテナンス補助　橋梁修繕 村道天龍左岸線他　コイザワ橋他１橋 橋梁修繕　２橋 ８か月 第２四半期

長野県泰阜村 振興課 指名競争入札 災害復旧工事 公共災害道路復旧工事（4災第199号） 下伊那郡泰阜村大畑 ― ― １月

長野県泰阜村 振興課 指名競争入札 災害復旧工事 公共災害道路復旧工事（4災第201号） 下伊那郡泰阜村我科 ― ― １月

長野県泰阜村 振興課 指名競争入札 災害復旧工事 公共災害道路復旧工事（4災第202号） 下伊那郡泰阜村温田上 ― ― １月

長野県泰阜村 振興課 指名競争入札 災害復旧工事 令和4年9月9日～10日発生9月豪雨災害復旧工事 501/164 田本井水地区 ― ― １月

長野県泰阜村 振興課 指名競争入札 災害復旧工事 令和4年9月9日～10日発生9月豪雨災害復旧工事 502/164 西宮地区 ― ― １月

長野県喬木村 総務課 指名競争入札 電気 中央社会体育館電気設備等改修工事 中央社会体育館 電気設備工事・EVパワーステーション設置工事 ６か月 第２四半期

長野県喬木村 企画財政課 指名競争入札 舗装 バス駐車場舗装工事 たかぎ農村交流研修センター前駐車場 駐車場舗装工事 ３か月 第２四半期

長野県喬木村 保健福祉課 指名競争入札 建築 喬木村デイサービスセンター　浴槽改修工事 喬木村デイサービスセンターふれ愛 特殊浴槽１台の取替工事 ９か月 第１四半期



■飯伊地区の発注見通し

飯伊地区:飯田市,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村

○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

長野県喬木村 保健福祉課 指名競争入札 建築 特別養護老人ホーム喬木荘介護浴槽改修工事 特別養護老人ホーム喬木荘
大型浴槽からバリアフリー化し、地上置き個浴槽３個へ

改修工事
９か月 第１四半期

長野県喬木村 保健福祉課 指名競争入札 鋼構造物 特別養護老人ホーム喬木荘灯油地下タンク改修工事 特別養護老人ホーム喬木荘 地下貯蔵タンクの流出防止対策工事 ９か月 第１四半期

長野県喬木村 生活環境課 随意契約 建築 喬木村営住宅建設工事 喬木村　阿島北 ４階建　２ＬＤＫ　１棟 １０か月 第１四半期

長野県喬木村 生活環境課 指名競争入札 建築 富田若者定住住宅リフォーム工事 喬木村　富田若者定住住宅 富田若者定住住宅18-1号リフォーム ３か月 第２四半期

長野県喬木村 生活環境課 指名競争入札 土木 森林づくり推進支援金事業 九十九谷森林公園 木製遊歩道架替　L=60m ５か月 第２四半期

長野県喬木村 生活環境課 随意契約 土木 九十九谷森林公園復活事業 九十九谷森林公園 池浚渫、土砂撤去、丸太柵工 ８か月 第２四半期

長野県喬木村 生活環境課 指名競争入札 土木 下水道管渠埋設工事 村道115号線 下水道管渠　L=60m ３か月 第２四半期

長野県喬木村 生活環境課 指名競争入札 土木 下水道管渠埋設工事 村道620号線 下水道管渠　L=700m ６か月 第１四半期

長野県喬木村 生活環境課 指名競争入札 土木 下水道管渠埋設工事 村道297号線 下水道管渠　L=60m ３か月 第２四半期

長野県喬木村 生活環境課 指名競争入札 土木 配水管布設工事 村道115号線 水道配水管　L=60m ３か月 第２四半期

長野県喬木村 生活環境課 指名競争入札 土木 配水管布設工事 村道297号線 水道配水管　L=120m ３か月 第２四半期

長野県喬木村 産業振興課 指名競争入札 建築 農村交流研修センター大規模改修工事費 農村交流研修センター 外壁（ベランダ含む）、内装、建具、換気設備 １０か月 第２四半期

長野県喬木村 教育委員会 随意契約 機械器具 喬木村統合保育園遊具設置工事 中原地区 統合保育園遊具設置工事 ６か月 第１四半期

長野県喬木村 教育委員会 指名競争入札 建築 喬木中学校各所修繕工事 中原地区 昇降口タイル修繕等 ４か月 第１四半期

長野県喬木村 教育委員会 指名競争入札 建築 運動公園トイレ改修工事 中原地区（運動公園内） トイレ洋式化・多目的トイレ等改修 ４か月 第２四半期

長野県喬木村 教育委員会 指名競争入札 電気 第一社会体育館　照明LED化工事 第一社会体育館 第一社会体育館　照明LED化 ７か月 第２四半期

長野県喬木村 教育委員会 指名競争入札 土木 バスケットコート整備工事 中原地区 フェンス撤去移設・舗装撤去・不陸整正等 ２か月 第１四半期

長野県喬木村 教育委員会 指名競争入札 建築 第一公民館トイレ改修工事 第一公民館 トイレ洋式化（８箇所） ２か月 第２四半期

長野県喬木村 教育委員会 指名競争入札 建築 飛散防止フィルム貼り等工事 椋記念館図書館 飛散防止フィルム貼り・照明LED化 ５か月 第３四半期

長野県喬木村 高速交通対策課 指名競争入札 土木 緊急自然災害防止対策事業債　水路改修工事 阿島北　土井場沢下水路 水路改修 ５か月 第３四半期

長野県喬木村 高速交通対策課 指名競争入札 土木 林道開設に伴う立木伐採工事 氏乗　林道大島阿島線 林道開設に伴う伐採 ３か月 第２四半期

長野県喬木村 高速交通対策課 指名競争入札 土木 村単　道路維持工事（舗装修繕） 阿島北　村道115号線　五反田 舗装修繕　L=75m ２か月 第３四半期

長野県喬木村 高速交通対策課 指名競争入札 土木 村単　道路維持工事（側溝修繕） 富田　村道731号線　下社下 側溝修繕　L=100m ３か月 第３四半期

長野県喬木村 高速交通対策課 指名競争入札 土木 村単　道路維持工事（路肩修繕） 大和知　村道810号線 路肩修繕　L=15m ３か月 第２四半期

長野県喬木村 高速交通対策課 指名競争入札 土木 村単　案内標識修繕工事 村内一円 案内標識板更新　4基 ５か月 第３四半期

長野県喬木村 高速交通対策課 指名競争入札 土木 緊急自然災害防止対策事業債　トンネル照明更新工事 小川　上平トンネル トンネル照明LED化 ７か月 第１四半期

長野県喬木村 高速交通対策課 指名競争入札 土木 村単　道路維持工事（舗装修繕） 帰牛原中原　村道287号線 舗装修繕　L＝190ｍ ４か月 第３四半期

長野県喬木村 高速交通対策課 指名競争入札 土木 村単　道路改良工事 伊久間　村道627号線 道路改良　L＝20ｍ　W=3.0（4.0）m ４か月 第１四半期

長野県喬木村 高速交通対策課 指名競争入札 土木 緊急自然災害防止対策事業債　側溝整備工事 帰牛原　田の口沢 側溝整備　L=340m ５か月 第３四半期

長野県喬木村 高速交通対策課 指名競争入札 土木 道路メンテナンス補助事業　橋梁修繕工事 加々須　加々須大橋 橋梁修繕 ６か月 第２四半期

長野県喬木村 高速交通対策課 指名競争入札 土木 道路メンテナンス補助事業　橋梁修繕工事 富田　宮ノ前橋 橋梁修繕 ３か月 第２四半期

長野県喬木村 高速交通対策課 指名競争入札 土木 社会資本整備総合交付金事業　村道新設工事 阿島南　村道297号線 道路新設　L=90m　W=5.5m ６か月 第３四半期

長野県喬木村 高速交通対策課 一般競争入札 土木 道整備交付金事業　村道200号線　舗装修繕工事 阿島北　村道200号線 舗装修繕　L=1,000m ７か月 第１四半期

長野県豊丘村 建設環境課 競争入札 土木 農地耕作条件改善事業
河野新田 

市ノ沢川北
水路改修 ３か月 第３四半期

長野県豊丘村 建設環境課 競争入札 土木 農地耕作条件改善事業
明治井 

大池原
水路改修 ４か月 第３四半期

長野県豊丘村 建設環境課 競争入札 土木 緊急自然災害防止対策事業（水路）
溝口井 

筏
水路改修 ２か月 第３四半期

長野県豊丘村 建設環境課 競争入札 舗装 緊急自然災害防止対策事業（道路）
清水坂線 

中芝
舗装修繕 ２か月 第３四半期



■飯伊地区の発注見通し

飯伊地区:飯田市,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村

○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

長野県豊丘村 建設環境課 競争入札 土木 緊急自然災害防止対策事業（道路）
慈恩院線 

南保育園西
道路改良 ４か月 第３四半期

長野県豊丘村 建設環境課 競争入札 土木 村単村道改良工事
時広井線 

金田医院西
道路改良 ４か月 第３四半期

長野県豊丘村 建設環境課 競争入札 土木 村単村道改良工事
新胡桃沢線 

胡芝
道路改良 ４か月 第３四半期

長野県豊丘村 建設環境課 競争入札 土木 社会資本整備総合交付金事業
佐原線 

林原
道路改良 ７か月 第３四半期

長野県豊丘村 建設環境課 競争入札 土木 緊急自然災害防止対策事業（河川）
地蔵ヶ沢川 

小園
水路改修 ３か月 第３四半期

長野県豊丘村 建設環境課 競争入札 土木 緊急自然災害防止対策事業（河川）
原の沢川 

小園
水路改修 ３か月 第３四半期

長野県豊丘村 建設環境課 競争入札 土木 緊急自然災害防止対策事業（河川）
牛草川 

小園
水路改修 ３か月 第３四半期

長野県豊丘村 建設環境課 競争入札 土木 公共土木施設災害復旧事業（単独）
壬生沢川 

長坂
災害復旧 ３か月 第３四半期

長野県豊丘村 健康福祉課 競争入札 機械設備 はつらつ空調設備更新工事 介護予防拠点施設はつらつ 空調整備更新工事 ３か月 第３四半期

長野県豊丘村 健康福祉課 競争入札 機械設備 はつらつボイラー更新工事 介護予防拠点施設はつらつ ボイラー更新工事 ３か月 第４四半期

長野県豊丘村 健康福祉課 競争入札 機械設備 ほほえみボイラー更新工事 デイサービスセンターほほえみ ボイラー更新工事 ３か月 第３四半期

長野県豊丘村 教育委員会 競争入札 電気 村民グラウンド照明LED化工事 村民グラウンド グラウンド照明LED化工事 ８か月 第３四半期


