
平成２３年度 令和２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 市道桜谷１号線改良工事 明宝寒水 約７ヶ月 土木一式工事 拡幅改良　L=158m W=5.0m 指名競争入札 令和２年５月

2
市道栃尾２号線舗装改良工
事

明宝二間手 約３ヶ月 舗装工事 舗装工　L=170m　W=4.0m 指名競争入札 令和２年５月

3 市道中島１号線改良2期工事 高鷲町大鷲 約７ヶ月 土木一式工事 拡幅改良　L=169m W=9.0ｍ 指名競争入札 令和２年５月

4
市道干田野線舗装修繕(8期)
工事

白鳥町干田野 約３ヶ月 舗装工事 舗装工　L=155m W=5.0m 指名競争入札 令和２年５月

5
市道大原線(大洞橋)橋梁補
修工事

高鷲町鮎立 約３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２年５月

6
市道中村線(1号橋)橋梁補修
工事

高鷲町西洞 約３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２年５月

7
市道大坂本線(奈良井橋)橋
梁補修工事

明宝奥住 約５ヶ月 土木一式工事 橋梁補修 L=13.5m W=3.6m 指名競争入札 令和２年５月

8
市道中津屋･那留線舗装修繕
(8期)工事

白鳥町那留 約３ヶ月 舗装工事 舗装工　L=116m W=6.0m 指名競争入札 令和２年５月

9 美山東部農道舗装工事 八幡町美山 約４ヶ月 舗装工事
舗装工　L=280m、W=3.5m
A=950m2 指名競争入札 令和２年５月

10
二間手～水沢上林道舗装工
事

明宝気良 約３ヶ月 舗装工事
舗装工　L=274ｍ　W=5.0ｍ
法面保護工　N=1式 指名競争入札 令和２年５月

11
万場団地外壁断熱改善及び
屋根改修工事

大和町万場地内 約５ヶ月 建築一式工事
外壁断熱改善：917㎡
屋根改修：404㎡

指名競争入札 令和２年５月

令和２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、令和２年５月１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 二日町太田地内法面工事 白鳥町二日町 約３カ月 土木一式工事
かごマット工　１式
盛土工　１式
法面工　１式

指名競争入札 令和２年５月

13 道路美装化工事 八幡町島谷 約３ヶ月 舗装工事 舗装工　L=400m　A=1,000㎡ 指名競争入札 令和２年６月

14 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２年６月

15 島谷用水路改修工事 八幡町島谷 約５ヶ月 土木一式工事
水路補修工　L=60m
舗装復旧工　L=100㎡

指名競争入札 令和２年６月

16 初納住宅Ａ棟耐震補強工事 八幡町初納地内 約５ヶ月 建築一式工事 耐震補強工事１式 指名競争入札 令和２年６月

17 市道東気良線改良工事 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２年６月

18
市道岩瀬線(岩瀬橋)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=50m W=4.8m 指名競争入札 令和２年６月

19 根村農道舗装工事 美並町上田 約４ヶ月 舗装工事
舗装工　L=176m、W=3.5m

指名競争入札 令和２年６月

20 八幡・和良林道舗装工事 八幡町安久田 約３ヶ月 舗装工事
オーバーレイ工　L=318ｍ　W=7.0ｍ

指名競争入札 令和２年６月

21 林道水馬洞線舗装工事 明宝奥住 約３ヶ月 舗装工事
舗装工　L=285ｍ　W=3.6ｍ
排水工　N=1式 指名競争入札 令和２年６月

22 雁子林道舗装工事 八幡町那比 約３ヶ月 舗装工事
舗装工　L=286ｍ　W=4.0ｍ
排水工　1式 指名競争入札 令和２年６月

23 穴栃林道舗装工事 高鷲町鮎立 約３ヶ月 舗装工事
舗装工　L=237m　W=3.5～4.0m
排水工　N=1式 指名競争入札 令和２年６月

24
土京二ッ釜
流木処理工事

和良町土京 約４ヶ月 土木一式工事
進入路設置・撤去　１式
流木処理　１式 指名競争入札 令和２年６月

25 市道栗巣22号線改良工事 大和町栗巣 約６ヶ月 土木一式工事 拡幅改良　L=60m W=5.0m 指名競争入札 令和２年７月

26
市道大島・恩地線舗装修繕
工事

白鳥町為真 約３ヶ月 舗装工事 舗装工　L=100m W=6.0m 指名競争入札 令和２年７月



27
市道高鷲牧場1号線舗装修繕
工事

高鷲町大鷲 約３ヶ月 舗装工事 舗装工　L=50m W=6.0m 指名競争入札 令和２年７月

28 市道丸山本線舗装修繕工事 美並町白山 約４ヶ月 舗装工事 舗装工　L=100m W=7.0m 指名競争入札 令和２年７月

29 市島大洞林道橋梁補修工事 八幡町市島 約３ヶ月 土木一式工事
橋梁補修　L=13.6ｍ　W=3.4ｍ

指名競争入札 令和２年７月

30 大矢用水路改良工事 美並町大原 約４ヶ月 土木一式工事
用水路工　L=6m
練石積工　A=12m2 指名競争入札 令和２年７月

31 大杉林道改良工事 白鳥町石徹白 約４ヶ月 土木一式工事
法面改良　A=500m2

指名競争入札 令和２年７月

32 白岩ス谷流末処理施設工事 美並町三戸 約４ヶ月 土木一式工事
流路工　L=30ｍ

指名競争入札 令和２年７月

33 坊切谷流末処理施設工事 美並町高砂 約４ヶ月 土木一式工事
流路工　L=33ｍ

指名競争入札 令和２年７月

34 井洞谷流末処理施設工事 明宝小川 約５ヶ月 土木一式工事
流路工　L=74ｍ

指名競争入札 令和２年７月

35 真那洞谷流末処理施設工事 和良町下洞 約４ヶ月 土木一式工事
流路工　L=48ｍ

指名競争入札 令和２年７月

36
円山住宅１号棟地盤改良等
工事

美並町円山地内 約６ヶ月 建築一式工事
地盤改良工事１式
１号棟改修工事１式

指名競争入札 令和２年７月

37
北部市営住宅火災報知器取
替工事

大和町白鳥町高
鷲町

約４ヶ月 電気工事
大和 8住宅（192個）
白鳥 6住宅（421個）
高鷲 4住宅（56個）

指名競争入札 令和２年７月

38 市道為真･恩地線改良工事 白鳥町大島 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２年８月

39 市道羽土線改良工事 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２年８月

40 市道西小洞線改良工事 高鷲町鮎立 約６ヶ月 土木一式工事 拡幅改良　L=60m W=5.0ｍ 指名競争入札 令和２年８月

41
市道美山・洲河線(新田橋)
橋梁補修工事

八幡町美山 約５ヶ月 土木一式工事 橋梁補修 L=23.0m W=9.1m 指名競争入札 令和２年８月



42 市道上剣・中万場線改良工事 大和町万場 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２年８月

43 剣用水路改良工事 八幡町剣 約４ヶ月 土木一式工事
用水路工 L=45m

指名競争入札 令和２年８月

44 大島用水改良工事 白鳥町大島 約５ヶ月 土木一式工事
用水路工 L=350m

指名競争入札 令和２年８月

45 子持杉排水路改良工事 白鳥町那留 約３ヶ月 土木一式工事
用水路工 L=50m

指名競争入札 令和２年８月

46 正ヶ洞排水路改良工事 高鷲町大鷲 約３ヶ月 土木一式工事
排水路工 L=50m

指名競争入札 令和２年８月

47 二間手用水路改良工事 明宝二間手 約４ヶ月 土木一式工事
用水路工　L=80m

指名競争入札 令和２年８月

48 野田会津用水路改良工事 和良町野尻 約３ヶ月 土木一式工事
用水路工　L=100m

指名競争入札 令和２年８月

49 中北用水路改良工事 和良町鹿倉 約３ヶ月 土木一式工事
用水路工　L=50m

指名競争入札 令和２年８月

50 鎌辺～明山林道舗装工事 明宝奥住 約３ヶ月 舗装工事
舗装工　L=380ｍ　W=4.0ｍ

指名競争入札 令和２年８月

51
干田野～石徹白林道開設工
事

白鳥町干田野 約８ヶ月 土木一式工事
林道開設　L=110ｍ　W=4.0ｍ

一般競争入札 令和２年８月

52
相生～落部林道維持補修工
事

八幡町、大和町 約５ヶ月 土木一式工事
維持補修　草刈り　N=1式
　　　　　崩土除去　N=1式
　　　　　法面補修　N=1式

指名競争入札 令和２年８月

53 市道大林線改良工事 白鳥町六ノ里 約６ヶ月 土木一式工事 下部工　N=2基 指名競争入札 令和２年９月

54 市道那留線改良工事 白鳥町那留 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２年９月

55
市道中川原線橋梁上部工工
事

高鷲町西洞 約６ヶ月 土木一式工事 上部工　N=1式 指名競争入札 令和２年９月

56
市道井戸ノ上戸穴線(井戸瀬
橋)橋梁補修工事

八幡町小那比 約６ヶ月 土木一式工事 橋梁補修 L=23.5m W=5.3m 指名競争入札 令和２年９月



57 市道神谷・棚井線改良工事 八幡町有穂 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２年９月

58
市道大島・恩地線改良(1期)
工事

白鳥町大島 約６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２年９月

59 市道木尾本線舗装工事 美並町木尾 約３ヶ月 舗装工事 舗装工　L=50m　W=4.0m 指名競争入札 令和２年９月

60
市道小那比・下川線舗装修
繕工事

八幡町小那比 約５ヶ月 舗装工事 舗装工　L=1000m　W=7.0m 指名競争入札 令和２年９月

61
市道立光・吉田線舗装修繕
工事

八幡町市島 約４ヶ月 舗装工事 舗装工　L=100m　W=5.0m 指名競争入札 令和２年９月

62 市道神路線舗装修繕工事 大和町神路 約５ヶ月 舗装工事 舗装工　L=1000m　W=7.0m 指名競争入札 令和２年９月

63
市道中津屋・為真線舗装修
繕工事

白鳥町為真 約４ヶ月 舗装工事 舗装工　L=300m　W=7.0m 指名競争入札 令和２年９月

64 市道農野谷線舗装修繕工事 高鷲町ひるがの 約３ヶ月 舗装工事 舗装工　L=200m　W=5.0m 指名競争入札 令和２年９月

65
市道めいほう線舗装修繕工
事

明宝奥住 約５ヶ月 舗装工事 舗装工　L=500m　W=6.0m 指名競争入札 令和２年９月

66
市道鹿倉・畑佐線舗装修繕
工事

和良町鹿倉 約５ヶ月 舗装工事 舗装工　L=500m　W=7.0m 指名競争入札 令和２年９月

67
在原地区急傾斜地崩壊対策
工事

八幡町有穂 約６ヶ月 土木一式工事 擁壁工　L=40m 指名競争入札 令和２年９月

68 和那手谷改修工事 大和町小間見 約６ヶ月 土木一式工事 河川改修　L=100m 指名競争入札 令和２年９月

69 正治谷改修工事 大和町栗巣 約６ヶ月 土木一式工事 河川改修　L=100 指名競争入札 令和２年９月

70 中上野谷改修工事 高鷲町鷲見 約６ヶ月 土木一式工事 河川改修　L=100m 指名競争入札 令和２年９月

71 八坂地内市道排水改修工事 美並町上田 約６ヶ月 土木一式工事 河川改修　L=100m 指名競争入札 令和２年９月



72 上野口流末処理施設工事 明宝気良 約５ヶ月 土木工事
流路工　L=80ｍ

指名競争入札 令和２年９月

73 宮奥～露洞林道舗装工事 美並町上田 約４ヶ月 舗装工事
舗装工　L=650ｍ　W=3.0～4.0ｍ
排水工　N=1式 指名競争入札 令和２年９月

74
歴史的風致形成建造物整備
工事

八幡町島谷 約４ヶ月 土木一式工事 外観修景工　N=1箇所 指名競争入札 令和２年１１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
北濃小学校地上式灯油タン
ク設置工事

白鳥町二日町 約２ヶ月 管工事
・地上式灯油タンク設置　　　　　1式
・既設地下式灯油タンク埋戻し　　1式 指名競争入札 令和２年５月

2 島教職員住宅屋根改修工事 大和町島 約２ヶ月 建築一式工事
・ガルバリウム鋼板カバー工法による
　屋根改修　　A=284㎡　　　　　 1式 指名競争入札 令和２年６月

3 小学校施設防火扉修繕工事 市内小学校 約２ヶ月 建築一式工事
・小学校7校の防火扉等修繕　　　 1式

指名競争入札 令和２年６月

4
市内小中学校施設体育館ト
イレ洋式化工事

市内小中学校 約２ヶ月 管工事
・小学校4校の体育館便器取替　 　1式
・中学校2校の体育館便器取替　 　1式 指名競争入札 令和２年６月

5
市内小中学校施設防犯カメ
ラ設置工事

市内小中学校 約２ヶ月 電気工事
・小学校防犯カメラ設置（10校）　1式
・中学校防犯カメラ設置（ 4校）　1式 指名競争入札 令和２年６月

6
高鷲中学校防火シャッター
修繕工事

高鷲町大鷲 約２ヶ月 建築一式工事
・体育館の防火シャッター修繕　　1式

指名競争入札 令和２年６月

7
やまと総合センター
吊物舞台装置修繕工事

大和町徳永 約２ヶ月 機械器具設置工事
吊物減速機オイル・Ｖベルト交換、ワイ
ヤ交換工事 指名競争入札 令和２年６月

8
郡上市相撲練習場覆い屋根
工事

白鳥町為真 約３カ月 建築一式工事
仮設工・土工事・基礎工事・屋根板金工
事・鉄骨工事・雑工事・設備工事 指名競争入札 令和２年６月

9
郡上市総合スポーツセン
ター　プールダクト修繕工
事

八幡町旭 約１ヶ月 管工事
プールダクト修繕
グラスウール丸ダクト700mm
L=16ｍ

指名競争入札 令和２年７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
子宝の湯源泉水中モーター
ポンプ入替及びオーバー
ホール工事

美並町大原 約６ヶ月 管工事
源泉水中モーターポンプ入替工事　1式
源泉水中モーターポンプオーバーホール
1式

指名競争入札 令和２年５月

2
サイクリングターミナルた
かお便器洋式化工事

八幡町市島 約２ヶ月 建築一式工事
トイレ洋式化工事　9台
トイレ扉改修　9箇所
トイレ手すり設置　11箇所

指名競争入札 令和２年５月

3
郡上八幡旧庁舎記念館ウッ
ドデッキ改修工事

八幡町島谷 約２ヶ月 建築一式工事
ウッドデッキ改修工事　1式
照明改修工事　1式 指名競争入札 令和２年５月

4
郡上八幡博覧館壁面改修工
事

八幡町殿町 約２ヶ月 建築一式工事
壁面改修工事　1式
雨樋修繕工事　1式 指名競争入札 令和２年５月

5 上下水道管布設替工事 白鳥町大島 約３ケ月 管工事
大島工業団地関連
上下水道管付設替工事　L=300ｍ 指名競争入札 令和２年６月

6 大平線２工区舗装工事 白鳥町大島 約３ケ月 舗装工事
大島工業団地関連
市道大平線2工区舗装工事
L=320ｍ　W=6.0ｍ

指名競争入札 令和２年７月

7 高圧受電設備改修工事 大和町剣 約２ヶ月 電気工事
高圧受電設備改修　1式

指名競争入札 令和２年７月

8
明宝温泉湯星館空調機器改
修工事

明宝奥住 約５ヶ月 電気工事
明宝温泉湯星館エントランス棟
空調機器改修 5箇所、電気配線工事 1式

指名競争入札 令和２年７月

9
明宝温泉湯星館空調機器改
修工事

明宝奥住 約５ヶ月 電気工事
明宝温泉湯星館エントランス棟
空調機器改修 5箇所、電気配線工事 一式

指名競争入札 令和２年７月

10
湯の平温泉　ろ過系ろ材取
替工事

高鷲町大鷲 約３ヶ月 管工事
ろ過材及び熱交換器の取替、配管の洗浄

指名競争入札 令和２年９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
特環　白鳥処理区向小駄良
舗装工事

白鳥町向小駄良 約３ヶ月 土木一式工事
舗装工　L=880m　W=0.8～3.6m

指名競争入札 令和２年７月

2
特環　白鳥処理区向小駄良
ポンプ設備工事

白鳥町向小駄良 約３ヶ月 機械器具設置工事
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 1式

指名競争入札 令和２年７月

3
特環　和良地内MH蓋改築修
繕工事

和良町地内 約５ヶ月 土木一式工事
MH蓋　N=250箇所

指名競争入札 令和２年８月



4
特環　長良川浄化センター
脱水機修繕工事

白鳥町中津屋 約５ヶ月 機械器具設置工事
修繕　N=1基

指名競争入札 令和２年９月

5
上水　大和地内重要給水拠
点施設配水管工事

大和町地内 約５ヶ月 水道施設工事
配管工事　L=150ｍ
場内配管・管路付帯設備　N=1式 指名競争入札 令和２年１０月

6
上水　和良地内水道管路基
幹改良工事

和良町地内 約５ヶ月 水道施設工事
流量計更新及び付帯配管工事　N=4箇所

指名競争入札 令和２年１０月

7
特環　白鳥処理区向二日町
統合工事

白鳥町二日町 約４ヶ月 土木一式工事
管路工　L=40ｍ（圧送管,橋梁添架）

指名競争入札 令和２年１０月

8
特環　白鳥処理区中西統合
工事

白鳥町長中西 約５ヶ月 土木一式工事
管路工　L=130ｍ（圧送管,橋梁添架）
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　1式 指名競争入札 令和２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 エアコン設置工事 たかす保育園 約３ヶ月 管工事 空調設備工事 指名競争入札 令和２年５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
同報系防災行政無線整備ス
プリアス規格対応工事

郡上市一円 約９ヶ月 電気通信工事
防災行政無線（同報系）の親局及び中継
局3局の設備改修と機器更新を実施（新ス
プリアス規格対応）

指名競争入札 令和２年５月

2 耐震性貯水槽設置工事 大和町下栗巣 約３ヶ月 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２年６月

3 耐震性貯水槽設置工事 白鳥町中西 約３ヶ月 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２年６月

4 耐震性貯水槽設置工事 美並町くじ本 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２年６月

5 耐震性貯水槽設置工事 美並町大矢 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２年６月

6 耐震性貯水槽設置工事 和良町下沢 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２年６月

7 高鷲庁舎電話設備改修工事 高鷲町大鷲 約１ヶ月 電気通信工事
電話主装置、多機能電話機、停電ユニッ
ト交換 指名競争入札 令和２年６月



8 くじ本地区耐震性貯水槽設置工事 美並町山田 約４ヶ月 土木一式工事 耐震性貯水槽設置（40㎥）　N=1箇所 指名競争入札 令和２年１０月

9 大矢地区耐震性貯水槽設置工事 美並町大原 約４ヶ月 土木一式工事 耐震性貯水槽設置（40㎥）　N=1箇所 指名競争入札 令和２年１０月


