
令和3年度　設楽町工事等発注見通し 令和3年4月1日

No 調達案件名称 路線等の名称 工事場所 工期 業種区分 工事概要 入札・契約方式 入札予定時期 担当課

1 林道舗装事業 林道三都橋線 設楽町豊邦地内 200日 舗装工事 舗装工　L=400m 指名競争 第1四半期 建設課

2 小規模林道事業（開設） 林道笹頭山線 設楽町田峯地内 200日 土木一式工事 林道開設工事　L=60m 指名競争 第2四半期 建設課

3 小規模林道事業（舗装） 林道庄ノ津線 設楽町田峯地内 200日 舗装工事 舗装工　L=400m 指名競争 第2四半期 建設課

4 小規模林道事業（舗装） 林道沖ノ平線 設楽町西納庫地内 200日 舗装工事 舗装工　L=450m 指名競争 第2四半期 建設課

5 小規模林道事業（舗装） 林道三都橋円 設楽町豊邦地内 120日 舗装工事 舗装補修工　L=200m 指名競争 第3四半期 建設課

6 小規模林道事業（改良） 林道東長沢線 設楽町川向地内 120日 とび、土工、コンクリート工事 法面保護工　L=60m 指名競争 第1四半期 建設課

7 小規模林道事業（改良） 林道田内野平線 設楽町田峯地内 120日 とび、土工、コンクリート工事 法面保護工　L=60m 指名競争 第1四半期 建設課

8 小規模林道事業（改良） 林道三都橋線 設楽町三都橋地内 120日 とび、土工、コンクリート工事 法面保護工　L=60m 指名競争 第1四半期 建設課

9 小規模林道事業（改良） 林道鹿ノ子線 設楽町津具地内 120日 とび、土工、コンクリート工事 法面保護工　L=40m 指名競争 第1四半期 建設課

10 小規模林道事業（改良） 林道小槙立線 設楽町津具地内 200日 土木一式工事 擁壁工　L=50ｍ 指名競争 第1四半期 建設課

11 道路改良工事 町道笹平奴田小松線 設楽町小松地内 180日 土木一式工事 盛土工他　L=100m 指名競争 第2四半期 建設課

12 道路改良工事 町道田峯東区田内線 設楽町田峯地内 250日 土木一式工事 擁壁工他　L=100m 指名競争 第1四半期 建設課

13 道路改良工事 町道黒倉神田線 設楽町平山地内 180日 土木一式工事 擁壁工他　L=50m 指名競争 第3四半期 建設課

14 道路改良工事 町道井戸入中島線 設楽町田口地内 180日 土木一式工事 盛土工他　L=100m 指名競争 第1四半期 建設課

15 道路維持修繕工事 町道愛酪稲武線 設楽町西納庫地内 90日 舗装工事 舗装打換え工　L=90m 指名競争 第2四半期 建設課

16 通学路安全対策工事 町道稗田アラコ線始め 設楽町田口地内始め 120日 舗装工事 道路付属物工　L=100m 指名競争 第3四半期 建設課

17 橋梁修繕工事 三ゲンヤ2号橋始め 設楽町地内 180日 土木一式工事 橋梁修繕工　1式 指名競争 第3四半期 建設課

18 河川維持工事 普通河川　田代川 設楽町神田地内 100日 土木一式工事 護岸工　L=50m 指名競争 第3四半期 建設課

19 河川維持工事 普通河川　古町川 設楽町津具地内 100日 しゅんせつ工事 浚渫　L=100m 指名競争 第3四半期 建設課

20 農道特殊改良工事 広域農道奥三河2期地区 設楽町西納庫地内 120日 とび、土工、コンクリート工事 法面保護工　L=47m 指名競争 第2四半期 建設課

21 農道特殊改良工事 広域農道奥三河線 設楽町東納庫地内 120日 とび、土工、コンクリート工事 法面保護工　L=67m 指名競争 第2四半期 建設課

22 農道特殊改良工事 広域農道奥三河線 設楽町津具地内 120日 とび、土工、コンクリート工事 法面保護工　L=36m 指名競争 第2四半期 建設課

23 農道特殊改良工事 広域農道奥三河線 設楽町豊邦地内 120日 とび、土工、コンクリート工事 法面保護工　L=48m 指名競争 第2四半期 建設課

24 かんがい排水工事 駒ヶ原2号線 設楽町西納庫地内 120日 土木一式工事 排水路改修工 指名競争 第3四半期 建設課

25 かんがい排水工事 農道泥沢線 設楽町津具地内 120日 土木一式工事 排水路改修工 指名競争 第3四半期 建設課

26 自家発電設備設置工事 設楽町豊邦地内 180日 土木一式工事 自家発電設備　1式 指名競争 第2四半期 生活課

27 導水管布設工事（その２） 設楽町東納庫地内 280日 土木一式工事 φ250　L=1,700m 一般競争 第1四半期 生活課

28
配水管布設工事（町道田峯東区田内
線）

設楽町田峯地内 120日 土木一式工事 φ150　L=50m 指名競争 第2四半期 生活課

29 量水器定期交換工事 設楽町小松他地内 180日 土木一式工事 520戸 指名競争 第2四半期 生活課

30 集中監視システム整備工事 設楽町豊邦他地内 180日 土木一式工事 電気計装　1式 指名競争 第2四半期 生活課

31 取水場施設改良工事 設楽町田峯他地内 180日 土木一式工事 取水場改良　2箇所 指名競争 第3四半期 生活課

32 配水管更新工事（R3-1） 設楽町田口地内 200日 土木一式工事 φ75　L=200m 指名競争 第2四半期 生活課

33 配水管更新工事（R3-2） 設楽町田口地内 200日 土木一式工事 φ100　L=200m 指名競争 第2四半期 生活課

34 配水管更新工事（R3-3） 設楽町田口地内 200日 土木一式工事 φ100　L=300m 指名競争 第2四半期 生活課

35
津具地区農業集落排水施設機器更
新工事

農業集落排水 津具地区 設楽町津具地内 240日 機械器具設置工事
中継ポンプ施設　3箇所
管路施設　5箇所

指名競争 第2四半期 生活課

36
令和3年度　特定環境保全公共下水
道事業　管渠布設工事（R3-1）

田口処理区 設楽町田口地内 190日 土木一式工事 管渠布設工 一般競争 第2四半期 生活課

37
令和3年度　特定環境保全公共下水
道事業　管渠布設工事（R3-2）

田口処理区 設楽町田口地内 190日 土木一式工事 管渠布設工 一般競争 第2四半期 生活課
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38
令和3年度　特定環境保全公共下水
道事業　管渠布設工事（R3-3）

田口処理区 設楽町田口地内 190日 土木一式工事 管渠布設工 一般競争 第2四半期 生活課

39
令和3年度　特定環境保全公共下水
道事業　マンホールポンプ設備工事

田口処理区 設楽町田口地内 190日 機械器具設置工事
マンホールポンプ機械・電
気設備設置

一般競争 第2四半期 生活課

40
令和３年度　特定環境保全公共下水
道事業　管渠布設工事（舗装復旧工）
（R3-1）

田口処理区 設楽町田口地内 90日 舗装工事 舗装工 指名競争 第3四半期 生活課

41
令和3年度
旧斎苑解体撤去工事

設楽町清崎・津具地内 180日
清崎斎苑解体撤去　一式
津具斎苑解体撤去　一式

指名競争 第2四半期 生活課

42 園路整備工事 つぐ高原グリーンパーク 設楽町津具地内 約3ヶ月 土木一式工事 ゲートの設置 指名競争 第1四半期 産業課

43 給水加圧ポンプ取替工事 つぐ高原グリーンパーク 設楽町津具地内 約2ヶ月 水道施設工事 給水加圧ポンプ取替 指名競争 第1四半期 産業課

44 側溝修繕工事 つぐ高原グリーンパーク 設楽町津具地内 約3ヶ月 土木一式工事 側溝修繕 指名競争 第1四半期 産業課

45 二輪駐車場工事 道の駅したら 設楽町清崎地内 約2ヶ月 舗装工事 駐車場舗装 指名競争 第1四半期 産業課

46 便所撤去工事 森の厠 設楽町西納庫地内 約2ヶ月 建築一式工事 トイレ撤去 指名競争 第1四半期 産業課

47 屋根防水工事 設楽農村勤労体育センター 設楽町東納庫地内 120日 防水工事 下屋根塗装・防水工事 指名競争 第1四半期 教育委員会事務局

48 照明器具改修工事 設楽町立田口小学校 設楽町田口地内 120日 電気工事 体育館照明器具取替え 指名競争 第1四半期 教育委員会事務局

49 校舎外壁塗装工事 設楽町立名倉小学校 設楽町東納庫地内 120日 建築一式工事 校舎外壁塗装 指名競争 第1四半期 教育委員会事務局

50 空調設備更新工事 設楽町立設楽中学校 設楽町田口地内 120日 電気工事 空調室外機取替え 指名競争 第1四半期 教育委員会事務局

51 照明器具改修工事 設楽町立設楽中学校 設楽町田口地内 120日 電気工事 照明器具取替え 指名競争 第1四半期 教育委員会事務局

52 公共下水道宅内配管工事 設楽町田口地内 150日 管工事
公共施設9箇所の下水管
工事

指名競争 第2四半期 総務課

53 庁舎外壁塗装工事 設楽町田口地内 90日 塗装工事 役場庁舎外壁塗装 指名競争 第3四半期 総務課

54
防災行政無線（同報系）機器更新事
業

設楽町地内 300日 電気通信工事
電気通信アンテナ交換、
操作盤更新及び防災アプ
リ導入

随意契約 第1四半期 総務課


