
（様式第2号）

  箕輪町公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する要領第２の規定に基き、令和３年度発注予定工事を下記のとおり公表する｡

令和３年10月１日

箕輪町長　白　鳥　政　徳

番号 工事の名称 施工箇所 工事種別 工事概要 発注方法 入札及び契約時期 担当課

1 令和２年度　関係人口創出施設改修工事 箕輪町　旧東部診療所 2021年4月 から 2021年10月 建築一式 内・外装改修、電気・機械設備　一式 指名競争 第１四半期 企画振興課

2 令和３年度　町単独舗装工事　 町内一円（１）　北部地区 2021年5月 から 2021年8月 ほ装工事 舗装工事 指名競争 第１四半期 建設課

3 令和３年度　町単独舗装工事　 町内一円（２）　南部地区 2021年5月 から 2021年8月 ほ装工事 舗装工事 指名競争 第１四半期 建設課

4 令和３年度　町単独舗装工事　 町内一円（３）　東部地区 2021年5月 から 2021年8月 ほ装工事 舗装工事 指名競争 第１四半期 建設課

5 令和３年度　松島保育園　未満児保育室テラス屋根改修工事 箕輪町　松島　松島保育園 2021年5月 から 2021年7月 建築一式 屋根工事 条件付一般競争入札 第１四半期 子ども未来課

6 令和３年度　地域交流センター・消防署　屋上防水改修工事 地域交流センターみのわ 2021年5月 から 2021年6月 建築一式 屋上シート防水改修工 指名競争 第１四半期 文化スポーツ課

7 令和３年度　町単独側溝新設工事 町道237号線　下古田5組 2021年6月 から 2021年9月 土木一式 側溝新設 条件付一般競争入札 第１四半期 建設課

8 令和３年度　町単独側溝新設工事 町道452号線　中原１ 2021年6月 から 2021年9月 土木一式 側溝新設 条件付一般競争入札 第１四半期 建設課

9 令和3年度　文化財調査施設改修工事 旧西部中排水処理施設 2021年6月 から 2021年10月 建築一式 建築工、電気工、空調設備工、浄化槽設置工 条件付一般競争入札 第１四半期 文化スポーツ課

10 令和３年度　町単独側溝新設工事 町道539号線　木下上一東 2021年7月 から 2021年10月 土木一式 側溝新設 条件付一般競争入札 第１四半期 建設課

11 令和３年度　町単独側溝新設工事 町道506号線　三日町田中城 2021年7月 から 2021年9月 土木一式 側溝新設 条件付一般競争入札 第１四半期 建設課

12 令和３年度　箕輪東小学校北校舎教室・廊下床修繕工事 箕輪東小学校 2021年7月 から 2021年8月 建築一式 教室・廊下床修繕工事 条件付一般競争入札 第２四半期 学校教育課

13 令和３年度　道路反射鏡設置工事 町内一円 2021年7月 から 2021年12月 安全設備設置工 区要望による道路反射鏡設置工事 指名競争 第２四半期 総務課

14 令和３年度　木下保育園建設事業　太陽光発電設備工事 箕輪町　木下　北城 2021年8月 から 2021年12月 電気 太陽光発電設備工 指名競争 第２四半期 子ども未来課

15 令和３年度　社会資本整備総合交付金事業　舗装修繕工事 町道3号線　大出 2021年9月 から 2022年3月 ほ装工事 舗装工事 指名競争 第２四半期 建設課

16 令和３年度　社会資本整備総合交付金事業　橋梁補修工事 町道760号線　一の坪橋 2021年9月 から 2022年3月 土木一式 長寿命化補修 条件付一般競争入札 第２四半期 建設課

17 令和３年度　社会資本整備総合交付金事業　橋梁補修工事 町道378号線　公園橋 2021年9月 から 2022年3月 土木一式 長寿命化補修 条件付一般競争入札 第２四半期 建設課

18 令和３年度　町単独側溝新設工事 町道8号線　中曽根 2021年10月 から 2022年1月 土木一式 側溝新設 条件付一般競争入札 第２四半期 建設課

19 令和３年度　狭あい道路整備等促進事業　道路改良工事 町道115号線　沢 2021年10月 から 2022年3月 土木一式 道路改良 条件付一般競争入札 第２四半期 建設課

20 令和３年度　重要給水施設配水管布設替工事 箕輪町　木下 2021年11月 から 2022年2月 水道施設工事 配水管布設替 条件付一般競争入札 第２四半期 水道課

21 令和３年度　社会資本整備総合交付金事業　公共下水道管渠埋設工事 箕輪町　松島 2021年11月 から 2022年3月 土木一式 下水道管埋設 条件付一般競争入札 第３四半期 水道課

22 令和３年度　社会資本整備総合交付金事業　特環公共下水道管渠埋設工事 箕輪町　沢・大出 2021年11月 から 2022年3月 土木一式 下水道管埋設 条件付一般競争入札 第３四半期 水道課

23 令和３年度　公共下水道関連上水道管布設工事 箕輪町　松島 2021年11月 から 2022年3月 水道施設工事 配水管布設 条件付一般競争入札 第３四半期 水道課

24 令和３年度　特環公共下水道関連上水道管布設工事 箕輪町　沢・大出 2021年11月 から 2022年3月 水道施設工事 配水管布設 条件付一般競争入札 第３四半期 水道課

25 令和３年度　林道日影入線改良工事 林道日影入線 2021年11月 から 2022年3月 土木一式 簡易法枠工 条件付一般競争入札 第３四半期 産業振興課

26 令和３年度　木下保育園建設事業　外構工事 箕輪町　木下　北城 2021年11月 から 2022年2月 土木一式 舗装工、雨水排水設備工 条件付一般競争入札 第３四半期 子ども未来課

27 令和３年度　道路反射鏡設置工事（第２期） 町内一円 2021年11月 から 2022年3月 安全設備設置工 町政策による道路反射鏡取替工事 指名競争 第３四半期 総務課

28 令和３年度　公衆無線LAN環境整備事業　WiFi設置工事 箕輪町　みのわテラス 2021年12月 から 2022年3月 電気 WiFi設置工事 指名競争 第３四半期 総務課

29 令和３年度　河川浚渫工事 町内準用河川 2022年1月 から 2022年3月 土木一式 河川維持工 条件付一般競争入札 第４四半期 建設課

　注1)　記載内容は、予定であり諸事情により変更する場合もあること。

工事期間

記

　注2)　発注時期欄に記載のある「第1四半期」とは「4月～6月」を、「第2四半期」とは「7月～9月」を、「第3四半期」とは「10月～12月」を、
　　　  「第4四半期」とは「1月～3月」をそれぞれ指すものである。


