
平成２３年度 令和元年度

郡上市建設工事発注予定



注：

注：

（建設部）

No. 工事の名称 場　所 工　期 工　種 概　　　要 入札及び契約方法 入札予定時期

1 下沢用水災害復旧工事 和良町沢 約８ヶ月 土木一式工事
用水路工L=160m
擁壁工N=1式

指名競争入札 令和元年５月

2 六ノ里地区用水路改良工事 白鳥町六ノ里 約５ヶ月 土木一式工事 用水路工L=200m 指名競争入札 令和元年５月

3 切立開拓線舗装工事 高鷲町鮎立 約３ヶ月 舗装工事 舗装工　L=80m W=5.0m 指名競争入札 令和元年５月

4 鷲見上野線舗装工事 高鷲町鷲見 約４ヶ月 舗装工事 舗装工　L=50m　W=5.0m 指名競争入札 令和元年５月

5 栃尾2号線舗装修繕工事 明宝二間手 約３ヶ月 舗装工事 舗装工　L=160m　W=4.0m 指名競争入札 令和元年６月

6 下切・下沢宮地線改良工事 和良町沢 約７ヶ月 土木一式工事 歩道改良　L=70m　W=6.0m 指名競争入札 令和元年６月

7
鶴佐田尻線(鶴佐橋)橋梁補
修工事

八幡町初納 約６ヶ月 土木一式工事 橋梁補修 L=48.8m W=10.8m 指名競争入札 令和元年６月

8 干田野線舗装工事 白鳥町干田野 約３ヶ月 舗装工事 舗装工　L=150m W=4.5m 指名競争入札 令和元年６月

9 中津屋那留線舗装工事 白鳥町那留 約３ヶ月 舗装工事 舗装工　L=200m W=6.0m 指名競争入札 令和元年６月

10 大原線舗装工事 高鷲町鮎立 約５ヶ月 舗装工事 舗装工　L=120m W=5.0m 指名競争入札 令和元年６月

11
大原線(大洞橋)橋梁補修工
事

高鷲町鮎立 約４ヶ月 土木一式工事 橋梁補修 L=14m W=6.5m 指名競争入札 令和元年６月

令和元年度に発注することが見込まれる郡上市工事一覧表

　この一覧表の内容は、平成３１年４月２６日現在のものです。

　ここに公表する工事内容は、公表時点の見込みであり、内容が不明の場合や実際の発注工事が掲載と異
なる場合や、記載されていない工事が発注される場合など、公表後に変更する場合があります。



12
中村線(１号橋)橋梁補修工
事

高鷲町西洞 約４ヶ月 土木一式工事 橋梁補修 L=13.5m W=3.5m 指名競争入札 令和元年６月

13 雁子林道舗装工事 八幡町那比 約４カ月 舗装工事 舗装工　L=216ｍ　W=4.0ｍ 指名競争入札 令和元年６月

14 林道大杉線改良工事 白鳥町石徹白 約４カ月 土木一式工事 法面改良　L=30　W=4.0ｍ 指名競争入札 令和元年６月

15 林道水馬洞線改良工事 明宝奥住 約４カ月 土木一式工事 道路改良　L=300ｍ　W＝4.0ｍ 指名競争入札 令和元年６月

16
林道二間手～水沢上線舗装
工事

明宝気良 約４カ月 舗装工事 舗装工　L=300ｍ　W=5.0ｍ 指名競争入札 令和元年６月

17 大谷団地外壁屋根塗装工事 明宝大谷地内 約５ヶ月 塗装工事
外壁塗装　243㎡
屋根塗装　239㎡

指名競争入札 令和元年６月

18 大島恩地線改良工事 白鳥町大島 約５ヶ月 土木一式工事 拡幅改良　L=70m W=5.0m 指名競争入札 令和元年７月

19 桜谷1号線改良工事 明宝寒水 約５ヶ月 土木一式工事 拡幅改良　L=70m W=5.0m 指名競争入札 令和元年７月

20 松本西線改良工事 和良町宮地 約３ヶ月 土木一式工事 拡幅改良　L=100m　W=4.0m 指名競争入札 令和元年７月

21 羽土線改良工事 白鳥町野添 約６ヶ月 土木一式工事 拡幅改良　L=100m W=5.0ｍ 指名競争入札 令和元年７月

22 大林線改良改良工事 白鳥町六ノ里 約５ヶ月 土木一式工事 道路改良　L=70m BOX1箇所 指名競争入札 令和元年７月

23
下尾崎本町線(洞泉寺橋)橋
梁補修工事

八幡町本町 約３ヶ月 土木一式工事 橋梁補修 L=17.3m W=6.7m 指名競争入札 令和元年７月

24 大島恩地線舗装工事 白鳥町為真 約３ヶ月 舗装工事 舗装工　L=120m W=5.0m 指名競争入札 令和元年７月

25 在原地区急傾斜工事 八幡町有穂 約８ヶ月 土木一式工事 擁壁工　L=40m 指名競争入札 令和元年７月

26 杉ヶ洞谷河川改修工事 大和町神路 約６ヶ月 土木一式工事 河川改修　L=90m 指名競争入札 令和元年７月



27 林道八幡・和良線舗装工事 八幡町安久田 約４カ月 舗装工事 舗装工　L=1,000ｍ　W=7.0ｍ 指名競争入札 令和元年７月

28 林道穴栃線舗装工事 高鷲町鮎立 約４カ月 舗装工事 舗装工　L=500ｍ　W=4.0ｍ 指名競争入札 令和元年７月

29 林道八幡・高山線改良工事 八幡町穀見 約３カ月 土木一式工事 落石防止柵工　L=100ｍ 指名競争入札 令和元年７月

30 遊具修繕工事 市内 約５ヶ月
とび・土工・コ
ンクリート工事

市営住宅内公園　９か所 指名競争入札 令和元年７月

31 下田地区用水路改良工事 大和町徳永 約５ヶ月 土木一式工事 用水路工L=200m 指名競争入札 令和元年８月

32 田畑地区用水路化両工事 大和町牧 約５ヶ月 土木一式工事 用水路工L=200m 指名競争入札 令和元年８月

33 上エ上ミ切農道改良工事 明宝畑佐 約５ヶ月 土木一式工事 農道改良L=140m 指名競争入札 令和元年８月

34
太田内区内2号・4号線改良
工事

八幡町市島 約５ヶ月 土木一式工事 拡幅改良　L=90m W=5.0m 指名競争入札 令和元年８月

35 東気良線舗装修繕工事 明宝気良 約４ヶ月 舗装工事 舗装工　L=220m　W=6.0m 指名競争入札 令和元年８月

36 杉原本線改良工事 美並町山田 約５ヶ月 土木一式工事 法面改良　L=72m W=5.0m 指名競争入札 令和元年８月

37 上剣中万場線改良工事 大和町万場 約７ヶ月 土木一式工事 拡幅改良　L=200m 指名競争入札 令和元年８月

38 木尾本線舗装工事 美並町上田 約３ヶ月 舗装工事 舗装工　L=50m　W=4m 指名競争入札 令和元年８月

39 下野尻用水路改良工事 高鷲町大鷲 約３ヶ月 土木一式工事 用水路改良L=100m 指名競争入札 令和元年８月

40 越佐用水路改良工事 白鳥町越佐 約３ヶ月 土木一式工事 用水路改良L=200m 指名競争入札 令和元年８月

41 小山田用水路改良工事 和良町三庫 約３ヶ月 土木一式工事 用水路改良L=170m 指名競争入札 令和元年８月



42 田尻農道改良工事 八幡町旭 約３ヶ月 舗装工事 農道舗装L=240m 指名競争入札 令和元年８月

43 棚井農道改良工事 八幡町有穂 約３ヶ月 舗装工事 農道舗装L=200m 指名競争入札 令和元年８月

44 八坂地内市道排水改良工事 美並町上田 約５ヶ月 土木一式工事 排水改良　L=100m 指名競争入札 令和元年８月

45 林道宮奥～露洞線舗装工事 美並町 約４カ月 舗装工事 舗装工　L=300ｍ　W=4.0ｍ 指名競争入札 令和元年８月

46 林道鎌辺～明山線改良工事 明宝奥住 約４カ月 土木一式工事 道路改良　L=300ｍ　W=4.0ｍ 指名競争入札 令和元年８月

47
林道干田野～石徹白線開設
工事

白鳥町干田野 約８カ月 土木一式工事 林道開設　L=450ｍ　W=4.0ｍ 一般競争入札 令和元年８月

48 初納前平流末処理施設工事 八幡町初納 約５カ月 土木一式工事 流路工　L=50ｍ 指名競争入札 令和元年８月

49 木洞谷流末処理施設工事 高鷲町西洞 約７カ月 土木一式工事 流路工　L=30ｍ 指名競争入札 令和元年８月

50 白岩ス谷流末処理施設工事 美並町三戸 約７カ月 土木一式工事 流路工　L=120ｍ 指名競争入札 令和元年８月

51 坊切流末処理施設工事 美並町高砂 約７カ月 土木一式工事 流路工　L=100ｍ 指名競争入札 令和元年８月

52 井洞谷流末処理施設工事 明宝小川 約７カ月 土木一式工事 流路工　L=150ｍ 指名競争入札 令和元年８月

53 下真那洞流末処理施設事 和良町下洞 約７カ月 土木一式工事 流路工　L=100ｍ 指名競争入札 令和元年８月

54 林道峠の洞線舗装工事 和良町鹿倉 約３カ月 舗装工事 舗装工　L=300ｍ　W=3.0ｍ 指名競争入札 令和元年８月

55
無電柱化整備
舗装本復旧工事

八幡町柳町他 約７ヶ月 舗装工事
施工延長L=325ⅿ
舗装工A=1,230㎡

一般競争入札 令和元年８月

56 街路灯整備工事 八幡町柳町他 約７ヶ月 土木一式工事
施工延長L=1.5㎞
街路灯N=52基

一般競争入札 令和元年８月



57 由緒書看板設置工事 八幡町地内 約７ヶ月 建築工事
設置N=42基
撤去N=17基

指名競争入札 令和元年８月

58 吉田住宅外壁塗装工事 八幡町初納地内 約５ヶ月 建築工事
外装改修　2,965㎡
防水改修　3,904ｍ

指名競争入札 令和元年８月

59 戸屋野線改良工事 大和町大間見 約６ヶ月 土木一式工事 拡幅改良 L=140m W=5.0m 指名競争入札 令和元年９月

60 栗巣22号線改良工事 大和町栗巣 約３ヶ月 土木一式工事 拡幅改良　L=40m W=5.0m 指名競争入札 令和元年９月

61 神路4号線改良工事 大和町神路 約４ヶ月 土木一式工事 拡幅改良　L=30m W=5m 指名競争入札 令和元年９月

62 中川原線橋梁下部工事 高鷲町西洞 約６ヶ月 土木一式工事 橋梁下部工 L=20m W=5.0m 指名競争入札 令和元年９月

63
美山洲河線(新田橋)橋梁補
修

八幡町美山 約６ヶ月 土木一式工事 橋梁補修 L=23m W=9.1m 指名競争入札 令和元年９月

64
神谷棚井線(棚井橋)架替工
事

八幡町有穂 約７ヶ月 土木一式工事 拡幅改良　L=80m　W=5.5m 指名競争入札 令和元年９月

65
岩野上切線(落合２号橋)橋
梁補修工事

明宝小川 約６ヶ月 土木一式工事 橋梁補修 L=14.4m W=4.0m 指名競争入札 令和元年９月

66
大坂本線(奈良井橋)橋梁補
修

明宝奥住 約６ヶ月 土木一式工事 橋梁補修 L=50m W=4.8m 指名競争入札 令和元年９月

67
普通河川相谷川③災害復旧
工事

明宝畑佐 約４ヶ月 土木一式工事 護岸工 L=62m 指名競争入札 令和元年９月

68 深戸地区用水路改良工事 八幡町名津佐 約５ヶ月 土木一式工事 用水路工L=30m 指名競争入札 令和元年９月

69 勝原地区揚水機改良工事 美並町勝原 約５ヶ月 土木一式工事 揚水場改修N=1式 指名競争入札 令和元年９月

70
大島･中津屋線(6号橋)橋梁
補修工事

白鳥町大島 約４ヶ月 土木一式工事 橋梁補修 L=7.5m W=4.0m 指名競争入札 令和元年９月

71
寒水・大林線(1号橋)橋梁補
修工事

明宝寒水 約４ヶ月 土木一式工事 橋梁補修 L=14.0m W=3.1m 指名競争入札 令和元年９月



72 為真恩地線改良工事 白鳥町恩地 約６ヶ月 土木一式工事 拡幅改良　L=70m W=5.0ｍ 指名競争入札 令和元年１０月

73 那留線拡幅改良 白鳥町那留 約６ヶ月 土木一式工事 拡幅改良　L=120m W=7.0m 指名競争入札 令和元年１０月

74 横野住宅雨水排水改善工事 和良町横野地内 約３ヶ月 土木一式工事
排水管敷設　150m
側溝撤去　100m

指名競争入札 令和元年１０月

　 　 　 　 　 　 　 　
（教育委員会）

No. 工事の名称 場　所 工　期 工　種 概　　　要 入札及び契約方法 入札予定時期

1
市内小中学校高圧受電設備
改修工事

郡上市内小中学校 3ヶ月 電気工事
高圧受電設備不良箇所改修工事
（小学校7校、中学校2校）
AOG･SOG等緊急遮断器更新他　　 1式

指名競争入札 令和元年５月

2
市内小中学校消防設備改修
工事

郡上市内小中学校 2ヶ月 消防設備工事
消防設備改修工事
（小学校１８校、中学校４校）
自火報感知機取替他改修工事　　1式

指名競争入札 令和元年６月

3
(仮称)郡上八幡まちなみ交
流館建築工事

八幡町殿町 8ヶ月 建築一式工事
木造新築工事　407㎡
外構工事 一般競争入札 令和元年６月

4
日本まん真ん中センター
非常灯改修工事

美並町白山 約3ヶ月 電気工事
施設内非常灯改修一式

指名競争入札 令和元年６月

　 　 　 　 　 　 　 　
（商工観光部）

No. 工事の名称 場　所 工　期 工　種 概　　　要 入札及び契約方法 入札予定時期

1
ホテル積翠園非常電気設備
改修工事

八幡町柳町 約２ヶ月 電気工事
非常灯改修　56箇所

指名競争入札 令和元年５月

2 叺第1グランド人工芝化工事 高鷲町西洞 約４ヶ月 土木工事一式
人工芝化工事一式

一般競争入札 令和元年５月

3
阿弥陀ヶ滝公衆トイレ浄化
槽設置工事

白鳥町前谷 約６ヶ月 管工事
浄化槽　70人漕、管路 L=68.00ｍ

指名競争入札 令和元年６月

4 博覧館雨樋改修工事 八幡町殿町 約３ヶ月 建築一式工事
雨樋改修　L=53.40ｍ

指名競争入札 令和元年１０月

5
和良運動公園テニスコート
人工芝張替工事

和良町宮地 約４ヶ月 土木工事一式
テニスコート人工芝張替工事一式

指名競争入札 令和元年１１月



（農林水産部）

No. 工事の名称 場　所 工　期 工　種 概　　　要 入札及び契約方法 入札予定時期

1
郡上市市有林（足代山）作
業道開設工事5-1

大和町古道 約4カ月 土木工事一式
作業道開設　Ｌ＝821ｍ

指名競争入札 令和元年６月

2
郡上市市有林（足代山）作
業道開設工事5-2

大和町古道 約4カ月 土木工事一式
作業道開設　Ｌ＝1,250ｍ

指名競争入札 令和元年６月

3
郡上市市有林（足代山）作
業道開設工事5-3

大和町古道 約4カ月 土木工事一式
作業道開設　Ｌ＝345ｍ

指名競争入札 令和元年６月

（環境水道部）

No. 工事の名称 場　所 工　期 工　種 概　　　要 入札及び契約方法 入札予定時期

1 八幡地区監視装置更新工事 八幡町 約９ヶ月 電気工事 遠隔監視装置設置 指名競争入札 令和元年６月

2 和良地区監視装置更新工事 和良町 約９ヶ月 電気工事 遠隔監視装置設置 指名競争入札 令和元年６月

3 白鳥地区監視装置更新工事 白鳥町 約９ヶ月 電気工事 遠隔監視装置設置 指名競争入札 令和元年６月

4 高鷲大鷲地内配水管更新工事 高鷲町大鷲 約５ヶ月 水道施設工事 配水管　L=150ｍ 指名競争入札 令和元年６月

5
大和徳永地内国道改良関連上
水道支障移転工事

大和町徳永 約８ヶ月 水道施設工事 配水管　L=105ｍ 指名競争入札 令和元年７月

6
高鷲西洞地内農道改良関連上
水道支障移転工事

高鷲町西洞 約８ヶ月 水道施設工事 配水管　L=100ｍ 指名競争入札 令和元年７月

7
高鷲ひるがの地内ＭＨ蓋改築
修繕工事

高鷲町ひるがの 約４ヶ月 土木一式工事 ＭＨ蓋改築修繕　N=108箇所 指名競争入札 令和元年８月

8
白鳥向小駄良～越佐地内連絡
管布設工事

白鳥町向小駄良
　　　越佐

約６ヶ月 水道施設工事 配水管　L=530ｍ 指名競争入札 令和元年９月

9 和良地内ＭＨ蓋改築修繕工事 和良町 約６ヶ月 土木一式工事 ＭＨ蓋改築修繕　N=142箇所 指名競争入札 令和元年９月

10
長良川浄化センター脱水機修
繕

白鳥町中津屋 約５ヶ月 機械器具設置工事脱水機　N=1基 指名競争入札 令和元年９月



11 農集施設統合事業
白鳥町向小駄良
　　　越佐
　　　為真

約６ヶ月 土木一式工事
排水管　L=967ｍ
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　N=1式

指名競争入札 令和元年９月

12 大和剣地内配水管新設工事 大和町剣 約５ヶ月 水道施設工事 配水管　L=270ｍ 指名競争入札 令和元年１０月

（健康福祉部）

No. 工事の名称 場　所 工　期 工　種 概　　　要 入札及び契約方法 入札予定時期

1
郡上偕楽園本館棟地下タン
クFRP内面ライニング工事

大和町島 約６ヶ月 塗装工事　
地下タンク清掃点検、タンク内部ライニ
ング、地下タンク圧力検査一式 指名競争入札 令和元年５月

2
和良町公共施設災害復旧工
事

和良町沢 10か月 土木一式工事 石積、舗装、防護柵、舗装版取壊 一般競争入札 令和元年６月

（総務部）

No. 工事の名称 場　所 工　期 工　種 概　　　要 入札及び契約方法 入札予定時期

1
防災資機材保管用コンテナ
設置工事

八幡町島谷 約１ケ月 建築一式工事
コンテナ設置工事一式

指名競争入札 令和元年６月

2 耐震性貯水槽設置工事 八幡町吉野 約３ケ月 土木一式工事
地下式耐震性貯水槽設置（40㎥）

指名競争入札 令和元年７月

3 耐震性貯水槽設置工事 大和町徳永 約３ケ月 土木一式工事
地下式耐震性貯水槽設置（40㎥）

指名競争入札 令和元年７月

4 耐震性貯水槽設置工事 大和町剣 約３ケ月 土木一式工事
地下式耐震性貯水槽設置（40㎥）

指名競争入札 令和元年７月

5 耐震性貯水槽設置工事 白鳥町越佐 約３ケ月 土木一式工事
地下式耐震性貯水槽設置（40㎥）

指名競争入札 令和元年７月

6 耐震性貯水槽設置工事 美並町上田 約３ケ月 土木一式工事
地下式耐震性貯水槽設置（40㎥）

指名競争入札 令和元年７月

7 耐震性貯水槽設置工事 美並町山田 約３ケ月 土木一式工事
地下式耐震性貯水槽設置（40㎥）

指名競争入札 令和元年７月

8 耐震性貯水槽設置工事 明宝気良 約３ケ月 土木一式工事
地下式耐震性貯水槽設置（40㎥）

指名競争入札 令和元年７月

9 避難所Wi-Fi環境整備 市内 約４ケ月 電気通信
機器購入一式、機器設定一式、配線作業
一式 指名競争入札 令和元年８月


