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岐阜
警察庁　中部管区警

察局
岐阜県情報通信部

令和３年度
通信機器等整備工事２

岐阜県岐阜市 岐阜県岐阜市 一般競争入札 電気通信工事 第３四半期 9ヶ月 通信機器の設置及び移設等 非公表

岐阜
林野庁中部森林管理

局
岐阜森林管理署 神崎（小淵谷）復旧治山工事 岐阜県山県市

一般競争入札
（総合評価）

治山工事 第4四半期 約8ヶ月
山腹工0.05ha
渓間工1基

4,000万円以上
1億円未満

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　木曽川各務原地区維持修繕工事 各務原市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約4ヵ月 根固めブロック工１式、仮設工１式

【２月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ
月間】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　木曽川第一岐阜堤防維持管理工事 美濃加茂市 羽島郡笠松町 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約12ヵ月 堤防除草工 ８８０，０００ｍ２、河川維持工１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ
月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　木曽川第二岐阜堤防維持管理工事 羽島郡笠松町 羽島市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約12ヵ月 堤防除草工 ５８５，０００ｍ２、河川維持工１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ
月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　長良川第一堤防維持管理工事 岐阜市 瑞穂市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約12ヵ月 堤防除草工 ６８９，６００ｍ２、河川維持工１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ
月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　長良川第二堤防維持管理工事 羽島市 安八郡輪之内町 一般競争入札 橋梁補修工事 第４四半期 約12ヵ月 堤防除草工 ６１１，６００ｍ２、河川維持工１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ
月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和４年度　長良川揖斐川中流部維持修繕工事 岐阜市 養老郡養老町 一般競争入札 維持修繕工事 第１四半期 約8ヵ月 根固めブロック工１式、仮設工１式

【３月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１ヶ
間】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和４年度　木曽川上流管内水門設備修繕工事

木曽川上流河川事
務所管内

一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約11ヵ月

開閉装置更新　３台（開閉荷重ワイヤロープウインチ式：２
４４ｋN、３４５ｋN、ラック式：１６５ｋN）
扉体整備　３門（ローラゲート：６×６ｍ、４．５×６．８ｍ、５
×５．９５ｍ）

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【特例監理技術者配置可
能工事】

岐阜 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 令和４年度　越美山系砂防根尾川砂防施設整備工事 本巣市 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約7ヵ月 河川土工　１式

【３月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

岐阜 中部地方整備局 岐阜国道事務所 令和４年度　岐阜国道道路照明維持工事
岐阜国道事務所管
内

一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約12ヵ月
道路照明維持　１式
トンネル照明更新　１式

【２月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ
月】

岐阜 中部地方整備局 岐阜国道事務所 令和４年度　東海環状上西郷高架橋東ＰＣ上部工事 岐阜市上西郷 一般競争入札
プレストレスト・コン

クリート工事
第１四半期 約24ヵ月

工事延長Ｌ＝２００ｍ
ＰＣ上部工　１式、ＰＣ４径間連結コンポ橋　橋長約１４０ｍ
トラッククレーン架設、橋梁付属物工　１式、コンクリート橋
足場等設置工　１式、仮設工　１式

【３月公告予定】
発注規模：６９０百万円以上１５００
百万円未満
その他：一般競争（ＷＴＯ）【フレック
ス余裕期間約３ヵ月】

岐阜 中部地方整備局 岐阜国道事務所 令和４年度　東海環状城田寺地区道路建設工事 岐阜市城田寺 岐阜市大学北 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約22ヵ月
工事延長Ｌ＝４００ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、舗装工　１
式、排水構造物工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ
月】

岐阜 中部地方整備局 岐阜国道事務所 令和４年度　東海環状第2IC地区道路建設工事 岐阜市大学北 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約22ヵ月
工事延長Ｌ＝４５０ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、舗装工　１
式、排水構造物工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ
月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　長良川本郷渡河施設函体工事 羽島市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約13ヵ月

工事延長Ｌ＝１００ｍ
渡河施設　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【国
債】【企業能力評価型】【特例監理技
術者配置可能工事】【フレックス余
裕期間約１ヵ月】

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和4年3月15日現在

【岐阜地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又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。

地区別発注見通し一覧

岐阜地区エリア ： 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和4年3月15日現在

【岐阜地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又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。

地区別発注見通し一覧

岐阜地区エリア ： 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　長良川日置江渡河施設函体工事 岐阜市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約13ヵ月

工事延長Ｌ＝１００ｍ
渡河施設　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【国
債】【企業能力評価型】【特例監理技
術者配置可能工事】【フレックス余
裕期間約１ヵ月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　長良川一日市場低水護岸工事 岐阜市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約13ヵ月

工事延長Ｌ＝１５０ｍ
矢板護岸　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【国
債】【企業能力評価型】【特例監理技
術者配置可能工事】【フレックス余
裕期間約１ヵ月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　長良川鏡岩河道掘削工事 岐阜市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約13ヵ月

工事延長Ｌ＝６００ｍ
河川土工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【国
債】【企業能力評価型】【特例監理技
術者配置可能工事】【フレックス余
裕期間約１ヵ月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　長良川東島堤防補強工事 岐阜市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝１００ｍ
河川土工　１式、ドレーン工　１式、堤脚水路工　１式

【２月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間
約５ヵ月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和４年度　長良川忠節河道掘削工事 岐阜市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝６００ｍ
河川土工　１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間
約５ヵ月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和４年度　長良川菅生低水護岸工事 岐阜市 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝１５０ｍ
河川土工　１式、護岸基礎工　１式、法覆護岸工　１式、仮
設工　１式

【３月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間
約５ヵ月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　木曽川中流部維持修繕工事 羽島郡笠松町 加茂郡白川町 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約9ヵ月

【笠松地区】根固めブロック工　１式、堤防養生工　１式【一
色地区】河川土工　１式、法覆護岸工　１式、構造物撤去
工　１式【白川地区】管理橋据付工　１式、管理橋撤去工
１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間
約１ヵ月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和４年度　長良川中流部樹木伐開工事 岐阜市 羽島市 一般競争入札 維持修繕工事 第１四半期 約9ヵ月 堤防養生工　１式

【３月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間
約１ヵ月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和４年度　木曽川維持修繕工事

木曽川第一出張所
管内
木曽川第二出張所
管内

木曽川第一出張
所管内

一般競争入札 維持修繕工事 第１四半期 約9ヵ月 河川維持作業　１式、応急維持作業工　１式

【３月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間
約１ヵ月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和４年度　長良川維持修繕工事

長良川第一出張所
管内
長良川第二出張所
管内

一般競争入札 維持修繕工事 第１四半期 約9ヵ月 河川維持作業　１式、応急維持作業工　１式

【３月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間
約１ヵ月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　国営公園三派川地区施設改修工事 各務原市 一般競争入札 造園工事 第４四半期 約9ヵ月 トイレ改修　６基

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間
約１ヵ月】

岐阜 中部地方整備局 越美山系砂防事務所
令和３年度　越美山系砂防ガラン谷第１砂防堰堤工
事

本巣市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 砂防堰堤工　１式、砂防土工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

岐阜 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 令和３年度　越美山系根尾川砂防施設工事 本巣市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期

＜アテガ平谷＞
道路土工　１式
＜蛇抜谷＞
砂防土工　１式　砂防堰堤工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

岐阜 中部地方整備局 岐阜国道事務所 令和３年度　東海環状中西郷高架橋鋼上部工事 岐阜市中西郷 一般競争入札 鋼橋上部工事 第４四半期 約24ヵ月

工事延長Ｌ＝２００ｍ
鋼３径間連続少数主桁橋(橋長　Ｌ＝１２９ｍ、鋼重　Ｗ＝
約３２０ｔ)、工場製作工　１式、鋼橋架設工（トラッククレー
ン架設）　１式、仮設工　１式、鋼コンクリート合成床版　１
式

【１２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百
万円未満
その他：一般競争（本官）補正【国
債】【フレックス余裕期間約１ヵ月】
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和4年3月15日現在

【岐阜地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又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。

地区別発注見通し一覧

岐阜地区エリア ： 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町

岐阜 中部地方整備局 岐阜国道事務所 令和３年度　東海環状中西郷高架橋東ＰＣ上部工事 岐阜市中西郷 一般競争入札
プレストレスト・コン

クリート工事
第４四半期 約24ヵ月

工事延長Ｌ＝２００ｍ
ＰＣ上部工　１式、ＰＣ４径間連結コンポ橋　橋長約１２３ｍ
トラッククレーン架設、橋梁付属物工　１式、コンクリート橋
足場等設置工　１式、仮設工　１式

【１２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百
万円未満
その他：一般競争（本官）補正【国
債】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

岐阜 中部地方整備局 岐阜国道事務所 令和３年度　156号岐阜東BP岩田地区道路建設工事
岐阜県岐阜市岩田
西

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝３４０ｍ
道路土工　１式、擁壁工１式、排水構造物工1式、構造物
撤去工１式、舗装工1式、仮設工1式

【１２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【国
債】【特例監理技術者配置可能工
事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】

岐阜 中部地方整備局 岐阜国道事務所 令和３年度　岐阜国道管内標識整備工事 岐阜国道管内 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約9ヵ月 標識補修工　１式、標識取付工　１式

【１月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万
円未満
その他：一般競争（分任官）補正【特
例監理技術者配置可能工事】【フ
レックス余裕期間約1ヵ月】【企業能
力評価型】

岐阜 中部地方整備局 岐阜国道事務所 令和３年度　岐阜国道管内情報設備工事
岐阜国道事務所管
内

一般競争入札 通信設備工事 第４四半期 約9ヵ月
凍結表示板５台、気象観測装置5台、CCTVカメラ５台、
ネットワーク設備１式、撤去工１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万+V20:V26円未満
その他：一般競争（分任官）補正【特
例監理技術者配置可能工事】【フ
レックス余裕期間約1ヵ月】【企業能
力評価型】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　木曽川第一愛知堤防維持管理工事 犬山市 一宮市 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約12ヵ月 堤防除草工 ４９９，０００ｍ２、河川維持工１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約３週
間】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　木曽川第二岐阜堤防維持管理工事 羽島郡笠松町 羽島市 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約12ヵ月 堤防除草工 ５８５，０００ｍ２、河川維持工１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約３週
間】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　長良川忠節河道掘削工事 岐阜市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝６００ｍ
河川土工　１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間
約５ヵ月】

岐阜 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 令和４年度　越美山系根尾川砂防施設整備工事 本巣市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約11ヵ月 河川土工　１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

岐阜 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 令和４年度　越美山系根尾川砂防施設工事 本巣市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約11ヵ月

＜アテガ平谷＞
道路土工　１式
＜蛇抜谷＞
砂防土工　１式　砂防堰堤工　１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　木曽川各務原地区復旧工事 各務原市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約4ヵ月 根固め工１式、仮設工１式

【２月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【特例監理技術者配置可
能工事】

岐阜 中部地方整備局
木曽川上流河川事務

所
令和３年度　木曽川中流部復旧工事 羽島郡笠松町 加茂郡白川町 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約8ヵ月

【笠松工区】根固め工　１式、仮設工　１式
【白川口工区】管理橋設置工　１式、、構造物撤去工　１
式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【特例監理技術者配
置可能工事】

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 東海環状自動車道　久々利第三トンネル工事 岐阜県可児市 一般競争 土木工事

2021年度公告等
済

約33ヵ月

可児地区付加車線事業に伴い、東海環状自動車道 久々
利第三トンネルの施工及び
トンネル間に位置する原見橋及び渓谷橋の橋梁下部工を
施工する工事
 トンネル延長：約0.9km
 橋台：3基

ＷＴＯ基準額以上～50億円未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海環状自動車道　政田第三高架橋他2橋（PC上部
工）工事

岐阜県本巣市 一般競争 PC橋上部工工事
2021年度第３四半

期
約30ヵ月

糸貫IC～大野神戸ＩＣ間の政田第三高架橋他2橋(政田第
四高架橋、政田第五高架橋)のＰＣ上部工を施工する工事
・橋面積　約7.4千m2

ＷＴＯ基準額以上～50億円未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海環状自動車道　見延第一高架橋（PC上部工）工
事

岐阜県本巣市 一般競争 PC橋上部工工事
2021年度第３四半

期
約29ヵ月

糸貫IC～大野神戸ＩＣ間の見延第一高架橋のＰＣ上部工
を施工する工事
・橋面積　約6.5千m2

ＷＴＯ基準額以上～50億円未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海環状自動車道　見延第二高架橋他2橋（PC上部
工）工事

岐阜県本巣市 一般競争 PC橋上部工工事
2021年度公告等

済
約24ヵ月

糸貫IC～大野神戸ＩＣ間の見延第一高架橋他2橋（見延第
三高架橋、見延第四高架橋）のＰＣ上部工を施工する工
事
・橋面積　約7.2千m2

ＷＴＯ基準額以上～50億円未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 東海環状自動車道　早野高架橋（PC上部工）工事 岐阜県本巣市 一般競争 PC橋上部工工事

2021年度第３四半
期

約26ヵ月
糸貫IC～大野神戸ＩＣ間の早野高架橋のＰＣ上部工を施
工する工事
・橋面積　約4.6千m2

10億円以上～ＷＴＯ基準額未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海環状自動車道　七五三第一高架橋（PC上部工）
工事

岐阜県本巣市 一般競争 PC橋上部工工事
2021年度公告等

済
約35ヵ月

糸貫IC～大野神戸ＩＣ間の七五三第一高架橋のＰＣ上部
工を施工する工事
・橋面積　約12.3千m2

ＷＴＯ基準額以上～50億円未満
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和4年3月15日現在

【岐阜地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又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。

地区別発注見通し一覧

岐阜地区エリア ： 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海環状自動車道　七五三第二高架橋（PC上部工）
工事

岐阜県本巣市 一般競争 PC橋上部工工事
2021年度第３四半

期
約29ヵ月

糸貫IC～大野神戸ＩＣ間の七五三第二高架橋のＰＣ上部
工を施工する工事
・橋面積　約6千m2

ＷＴＯ基準額以上～50億円未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海環状自動車道　真桑高架橋他1橋（PC上部工）工
事

岐阜県本巣市 一般競争 PC橋上部工工事
2021年度第３四半

期
約29ヵ月

糸貫IC～大野神戸ＩＣ間の真桑高架橋他1橋(政田第一高
架橋)のＰＣ上部工を施工する工事
・橋面積　約12千m2

ＷＴＯ基準額以上～50億円未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 東海環状自動車道　七崎高架橋（PC上部工）工事

岐阜県本巣市～
岐阜県瑞穂市

一般競争 PC橋上部工工事
2022年度第４四半

期
約26ヵ月

糸貫IC～大野神戸ＩＣ間の七崎高架橋のＰＣ上部工を施
工する工事
・橋面積　約7.2千m2

ＷＴＯ基準額以上～50億円未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海環状自動車道　大須ヶ洞橋第三橋他2橋(PC上部
工)工事

岐阜県可児市 一般競争 PC橋上部工工事
2021年度公告等

済
約32ヵ月

可児御嵩IC～五斗蒔PA間の大須ヶ洞橋第三橋他2橋
(久々利一号橋、小渕大橋)のⅡ期線のPC上部工を施工
する工事である。
・橋面積　約6.1千ｍ2

ＷＴＯ基準額以上～50億円未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 東海環状自動車道　御望山本線橋（PC上部工）工事 岐阜県岐阜市 一般競争 PC橋上部工工事

2021年度公告等
済

約34ヵ月
山県IC～岐阜IC間の御望山本線橋のPC上部工を施工す
る工事
・橋面積　約3.5千m2

10億円以上～ＷＴＯ基準額未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 東海環状自動車道　御望高架橋（PC上部工）工事 岐阜県岐阜市 一般競争 PC橋上部工工事

2021年度第４四半
期

約18ヵ月
山県IC～岐阜IC間の御望高架橋のPC上部工を施工する
工事
・橋面積　約2千m2

2億円以上～10億円未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 東海環状自動車道　上保高架橋（PC上部工）工事 岐阜県本巣市 一般競争 PC橋上部工工事

2021年度第３四半
期

約33ヵ月
岐阜IC～糸貫IC間の上保高架橋のPC上部工を施工する
工事
・橋面積　約12.5千m2

ＷＴＯ基準額以上～50億円未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海環状自動車道　糸貫インターチェンジ第二本線橋
（PC上部工）工事

岐阜県本巣市 一般競争 PC橋上部工工事
2022年度第４四半

期
約18ヵ月

岐阜IC～糸貫IC間の糸貫IC第二本線橋のPC部工を施工
する工事
・橋面積　約4.3千m2

10億円以上～ＷＴＯ基準額未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 東海環状自動車道　三橋高架橋（鋼上部工）工事 岐阜県本巣市 一般競争 鋼橋上部工工事

2021年度公告等
済

約32ヵ月
糸貫IC～大野神戸ＩＣ間の三橋高架橋の鋼上部工を施工
する工事
・鋼重　約3.6千ｔ

ＷＴＯ基準額以上～50億円未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海環状自動車道　政田第二高架橋他1橋（鋼上部
工）工事

岐阜県本巣市 一般競争 鋼橋上部工工事
2022年度第４四半

期
約23ヵ月

糸貫IC～大野神戸ＩＣ間の政田第二高架橋他1橋(政田第
六高架橋)の鋼上部工を施工する工事
・鋼重　約0.8千ｔ

10億円以上～ＷＴＯ基準額未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 東海環状自動車道　柿田高架橋(鋼上部工)工事 岐阜県可児市 一般競争 鋼橋上部工工事

2021年度公告等
済

約25ヵ月
可児御嵩IC～五斗蒔PA間の柿田高架橋のⅡ期線の鋼上
部工を施工する工事
・鋼重　約1千ｔ

10億円以上～ＷＴＯ基準額未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海環状自動車道　山県インターチェンジCランプ橋
他3橋（鋼上部工）工事

岐阜県山県市 一般競争 鋼橋上部工工事
2021年度公告等

済
約22ヵ月

山県IC～岐阜IC間の西深瀬第四高架橋他3橋（高富IC B
ランプ橋、Cランプ橋、Dランプ橋）の鋼上部工を施工する
工事
・鋼重　約1.3千ｔ

10億円以上～ＷＴＯ基準額未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海環状自動車道　岐阜インターチェンジ中央本線東
橋他7橋（鋼上部工）工事

岐阜県岐阜市 一般競争 鋼橋上部工工事
2021年度公告等

済
約35ヵ月

岐阜IC部における岐阜IC中央本線東橋他7橋（伊自良川
橋、岐阜IC D-5・C-1・D-1・D-4・A-1ランプ橋、村山川橋）
の鋼上部工を施工する工事
・鋼重　約4.7千t

50億円以上

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海環状自動車道　岐阜インターチェンジ中央本線西
橋他9橋（鋼上部工）工事

岐阜県岐阜市 一般競争 鋼橋上部工工事
2021年度公告等

済
約34ヵ月

岐阜IC部における岐阜IC中央本線西橋他9橋（岐阜IC　A-
2・C-3・D-2・D-3・B-1・ C-2・B-2・C-4ランプ橋、御望山本
線橋）の鋼上部工を施工する工事
・鋼重　約6.5千t

50億円以上

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海北陸自動車道　荘川トンネル他４ＴＮ照明設備更
新工事

岐阜県郡上市～岐
阜県高山市

一般競争 電気工事
2021年度公告等

済
約14ヵ月

荘川TN他４トンネルの照明設備の更新を行う工事
・トンネル照明更新：約3.0km 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 名神高速道路　小牧IC～関ケ原IC間通信線路工事

愛知県小牧市～岐
阜県不破郡関ケ原
町

一般競争 通信工事
2021年度第３四半

期
約18ヵ月

本工事は、羽島（保）管内において、通信線路の敷設及び
路側伝送設備を設置する工事。
・小牧IC～関ヶ原IC間：約45Km
・小牧IC～関ヶ原IC間：路側伝送設備

1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海北陸自動車道　荘川トンネル受配電設備改造工
事

岐阜県高山市 個別契約 受配電設備工事
2021年度第３四半

期
約10ヵ月

荘川トンネルにおいて、負荷容量変更に伴う既設受配電
設備の改造を行う工事
・受配電設備改造：1箇所

4億円未満

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 東海北陸自動車道他　CCTV設備工事

・愛知県一宮市～岐
阜県大野郡白川村
・岐阜県可児市～岐
阜県関市

一般競争
交通情報設備工

事
2022年度第４四半

期
約36ヵ月

岐阜（保）、高山（保）管内において、CCTV設備等の新設
を行う工事
・CCTV設備　新設　約230基

ＷＴＯ基準額以上

岐阜
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海北陸自動車道　各務原トンネルCCTV設備更新
工事

岐阜県各務原市大
野町～岐阜県関市
大字倉知

公募併用型指名競争
入札方式

交通情報設備工
事

2022年度第２四半
期

約14ヵ月

東海北陸自動車道 各務原TNのCCTV設備の更新を行う
工事
・トンネルCCTV更新　：約40基
・トンネルCCTV被制御架　更新　：1基
・トンネルCCTV操作卓　更新　：1基

4億円未満

岐阜
防衛省

近畿中部防衛局
調達部建築課 岐阜(3補)隊舎改修等建築工事 岐阜県各務原市 一般競争入札 建築工事一式

令和4年
3月2日
開札

８箇月
庁舎（ＲＣ造３階建　約２，２００㎡）、隊舎（ＲＣ造３階建
約２，６００㎡）の外壁及び屋上防水改修工事

工事規模：３千万円以上１億円未満

岐阜
防衛省

近畿中部防衛局
調達部設備課 岐阜(3補)隊舎改修機械その他工事 岐阜県各務原市 一般競争入札 管工事

令和4年
3月2日
開札

１３箇月
隊舎（ＲＣ造２階建　約２，４００㎡）の空調設備更新に係る
機械工事、電気工事及び詳細図等作成業務一式

工事規模：３千万円以上１億円未満

岐阜 岐阜県 県庁舎建設課 【総合評価】現庁舎内装飾品等移設工事 岐阜市薮田南地内 一般競争入札 建築一式工事 第4四半期 5ヶ月 建築一式工事 発注規模：約２，０００万円

岐阜 岐阜県 岐阜農林事務所
県営湛水防除事業逆川２期・逆川３期地区導水路第
９号工事

羽島市正木町新井
地内

一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 12ヶ月 導水路工　L=５８．１m 発注規模：約7,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜農林事務所 緊急機能強化・老朽化対策　鴬谷 岐阜市鴬谷地内 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第4四半期 10ヶ月 山腹工（落石防護柵一式） 発注規模：約3,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜農林事務所 復旧治山事業　鯱尾 山県市葛原字鯱尾 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 9ヶ月 谷止工、床固工
発注規模：約4,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜農林事務所 復旧治山事業　栃洞
本巣市根尾大河原
字栃洞

土木一式工事 第4四半期 10ヶ月 谷止工
発注規模：約4,000万円
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和4年3月15日現在

【岐阜地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又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。

地区別発注見通し一覧

岐阜地区エリア ： 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町

岐阜 岐阜県 岐阜農林事務所
山村強靭化林道整備事業　林道　伊自良～根尾線伊
自良工区舗装工事

山県市長滝 ほ装工事 第4四半期 6ヶ月 林道舗装
発注規模：約3,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】県単　道路維持修繕　暮らしの安全・安心
確保対策費ほか（債務）　（国）１５７号　本巣市

本巣市金原 一般競争入札 ほ装工事 第4四半期 5ヶ月 舗装補修工事 約3,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】県単　舗装道補修　暮らしの安全・安心確
保対策費ほか（債務）　（一）金原上西郷線ほか　岐阜
市

岐阜市秋沢ほか 一般競争入札 ほ装工事 第4四半期 5ヶ月 舗装補修工事 約3,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】県単　舗装道補修　暮らしの安全・安心確
保対策費ほか（債務）　（主）岐阜南濃線ほか　岐阜市

岐阜市城東通ほか 一般競争入札 ほ装工事 第4四半期 5ヶ月 舗装補修工事 約3,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
県単　道路維持修繕指定修繕事業費（単建）　（主）江
南関線ほか　道路照明灯更新工事

各務原市　前渡東町
ほか

指名競争入札 電気工事 第4四半期 5ヶ月 道路照明灯更新工事 1,000万円未満

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
公共　防災・安全交付金（道路維持修繕費）（翌債）
（主）岐阜巣南大野線　重里アンダーパス補修工事

瑞穂市　重里 一般競争入札
機械器具設置工

事
第4四半期 10ヶ月 アンダーパス施設補修工事 約6,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　道路メンテナンス補助（橋梁補修）
（翌債）　（一）神崎高富線　瀬見橋　橋梁補修工事

山県市　谷合 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第4四半期 7ヶ月 橋梁補修工事 約3,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　道路メンテナンス補助（トンネル修
繕）（翌債）　（一）根尾谷汲大野線　板屋トンネル　道
路照明灯更新工事

本巣市　根尾東板屋 一般競争入札 電気工事 第4四半期 9ヶ月 道路照明灯更新工事 約4,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　防災・安全交付金（交通安全）（国
補正分）（翌債）県管理道路　交通安全施設整備工事

管内一円 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第4四半期 10ヶ月 交通安全施設工事

約6,000万円　本案件は繰り越し手
続きが完了しなかった場合等には、
入札の執行を取りやめることがあり
ます。

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　道路メンテナンス補助（橋梁修繕）
（国補正分）（翌債（一）曽井中島美江寺大垣線　鷺田
橋舗装工事

瑞穂市　呂久 一般競争入札 ほ装工事 第4四半期 6ヶ月 橋面舗装補修工事 約5,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　道路メンテナンス補助（橋梁修繕）
（国補正分）（翌債（主）岐阜関ケ原線　島大橋補修工
事

岐阜市　一日市場 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第4四半期 6ヶ月 橋面補修工事 約2,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】県単　舗装道補修（０県債）（主）芋島鵜沼
線　舗装補修工事

各務原市　前渡東町 一般競争入札 ほ装工事 第4四半期 5ヶ月 舗装補修工事 約2,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　道路メンテナンス補助（橋梁補修）
（国補正分）（翌債）　（国）１５７号　新市場橋橋梁補修
工事

本巣市　根尾市場 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第4四半期 10ヶ月 橋梁補修工事 約7,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　道路メンテナンス補助（橋梁補修）
（国補正分）（翌債）　（一）藤橋根尾線　白谷橋ほか橋
梁補修工事

本巣市　根尾大井 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第4四半期 10ヶ月 橋梁補修工事 約4,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　道路メンテナンス補助（橋梁補修）
（国補正分）（翌債）ほか　（国）４１８号ほか　あみかけ
大橋ほか橋梁補修工事

山県市　佐野ほか 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第4四半期 9ヶ月 橋梁補修工事 約4,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　道路メンテナンス補助（橋梁補修）
（国補正分）（翌債）ほか　（一）文殊茶屋新田線　竹橋
橋梁補修工事

岐阜市　曽我屋 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第4四半期 10ヶ月 橋梁補修工事 約8,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　道路メンテナンス補助（トンネル修
繕）（国補正分）（翌債）　（国）２５６号　美山第二トンネ
ルほかトンネル舗装補修工事

山県市　中洞ほか 一般競争入札 ほ装工事 第4四半期 5ヶ月 トンネル舗装補修工事 約3,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　道路メンテナンス補助（トンネル修
繕）（国補正分）（翌債）　（主）岐阜環状線ほか　井ノ口
トンネル（下り）ほかトンネル舗装補修工事

岐阜市　日野西ほか 一般競争入札 ほ装工事 第4四半期 6ヶ月 トンネル舗装補修工事 約5,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　道路メンテナンス補助（トンネル修
繕）（国補正分）（翌債）　（一）岐阜各務原線　鶯谷トン
ネル（旧）　トンネル補修工事

岐阜市　鶯谷 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 10ヶ月 トンネル補修工事 約6,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　道路メンテナンス補助（トンネル修
繕）（国補正分）（翌債）　（一）岐阜各務原線　鶯谷トン
ネル（新）　トンネル舗装補修工事

岐阜市　鶯谷 一般競争入札 ほ装工事 第4四半期 6ヶ月 トンネル舗装補修工事

約5,000万円　本案件は繰り越し手
続きが完了しなかった場合等には、
入札の執行を取りやめることがあり
ます。

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　道路メンテナンス補助（付属物修
繕）（国補正分）（翌債）　（主）岐阜稲沢線ほか　大宮
歩道橋　歩道橋補修工事

岐阜市　大宮町 一般競争入札 塗装工事 第4四半期 8ヶ月 歩道橋補修工事 約4,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　道路メンテナンス補助（付属物修
繕）（国補正分）（翌債）　（主）岐阜巣南大野線ほか
鹿島歩道橋　歩道橋補修工事

岐阜市　鹿島町 一般競争入札 塗装工事 第4四半期 10ヶ月 歩道橋補修工事 約7,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　防災・安全交付金（舗装道補修）
（国補正分）（翌債）ほか　（主）関本巣線　山県市　舗
装補修工事

山県市　高富 一般競争入札 ほ装工事 第4四半期 8ヶ月 舗装補修工事 約8,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　防災・安全交付金（舗装道補修）
（国補正分）（翌債）　（国）１５７号　本巣市　舗装補修
工事

本巣市　三橋 一般競争入札 ほ装工事 第4四半期 8ヶ月 舗装補修工事 約7,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　防災・安全交付金（舗装道補修）
（国補正分）（翌債）　（国）２５６号　山県市　舗装補修
工事

山県市　東深瀬 一般競争入札 ほ装工事 第4四半期 5ヶ月 舗装補修工事 約4,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　防災・安全交付金（舗装道補修）
（国補正分）（翌債）　（主）大垣一宮線　羽島市　舗装
補修工事

羽島市　福寿町 一般競争入札 ほ装工事 第4四半期 5ヶ月 舗装補修工事 約4,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】県単　舗装道補修（０県債）　（主）岐阜大
野線　岐阜市　舗装補修工事

岐阜市　正木 一般競争入札 ほ装工事 第4四半期 4ヶ月 舗装補修工事 約2,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共防災・安全交付金(通常砂防事業)
冠者洞　砂防堰堤工事

山県市　青波 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 8ヶ月 堰堤工V＝480m3 約6,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共防災・安全交付金(通常砂防事業)
日野東谷１　砂防堰堤工事

岐阜市　日野 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 10ヶ月 堰堤工V＝1,070m3 約10,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共防災・安全交付金（通常砂防事業）
【国補正】【翌債】宮谷林道付替工事

本巣市　神野 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 10ヶ月 林道付け替え工　L＝90m 約8,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　大規模特定河川事業（広域）　鳥羽
川　河道掘削工事

山県市　高木 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 11ヶ月 河道掘削 約8,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　大規模特定河川事業（広域）　鳥羽
川　河道掘削工事

山県市　高木 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 11ヶ月 河道掘削 約8,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　広域河川改修事業　犀川　掘削護
岸工事

瑞穂市　牛牧 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 12ヶ月 掘削護岸工 約10,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　広域河川改修事業(国補正分)【翌
債】鳥羽川　掘削護岸工事

山県市　高木 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 9ヶ月 掘削護岸工 約8,000万円
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和4年3月15日現在

【岐阜地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又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。

地区別発注見通し一覧

岐阜地区エリア ： 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　広域河川改修事業(国補正分)【翌
債】石田川　掘削護岸工事

岐阜市　北野西 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 12ヶ月 掘削護岸工 約11,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　総合流域防災事業(国補正分)【翌
債】長護寺川　掘削護岸工事

瑞穂市　田之上 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 10ヶ月 掘削護岸工 約6,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　総合流域防災事業(国補正分)【翌
債】政田川　掘削護岸工事

本巣市　下福島 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 10ヶ月 掘削護岸工 約6,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　広域河川改修事業（国補正分）【翌
債】
　　長良川　河道掘削工事

岐阜市　加野 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 10ヶ月 河道掘削工 約7,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　広域河川改修事業（国補正分）【翌
債】
　　長良川　河道掘削工事

岐阜市　日野 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 10ヶ月 河道掘削工 約7,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　総合治水対策特定河川事業（国補
正分）【翌債】
　　境川　中堤撤去工事

羽島市　小熊 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 8ヶ月 中堤撤去工 約4,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
公共　施設機能向上事業（国補正分）【翌債】
　　上戸排水機場　ＣＣＴＶカメラ更新工事

各務原市　上戸町 一般競争入札 電気工事 第4四半期 12ヶ月 ＣＣＴＶカメラ更新 約12,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　総合流域防災事業（国補正分）【翌
債】
　　荒田川　樋管工事

岐阜市　六条江東 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 10ヶ月 樋管工 約6,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　総合流域防災事業（国補正分）【翌
債】
　　荒田川　掘削護岸工事

岐阜市　六条江東 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 7ヶ月 掘削護岸工 約6,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
【総合評価】公共　広域河川改修事業（国補正分）【翌
債】
　　伊自良川　掘削護岸工事

岐阜市　安食 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 11ヶ月 掘削護岸工 約9,000万円

岐阜 岐阜県 岐阜土木事務所
公共　特定構造物改築事業（国補正分）【翌債】
　　山田川排水機場　受変電設備・補機動力盤更新

岐阜市　祇園 一般競争入札 電気工事 第4四半期 8ヶ月 受変電設備・補機動力盤更新 約4,000万円

岐阜 岐阜県 公共建築課 【総合評価】岐阜聾学校給食棟屋上外壁等改修工事 岐阜市 一般競争入札 建築一式工事 第4四半期 6ヶ月 改修

発注規模：約5,000万円（本案件は、
令和４年度当初予算の議決が得ら
れなかった場合は入札の執行を取
りやめることがあります。）

岐阜 岐阜県 公共建築課 【総合評価】岐阜総合学園高２号館建築工事 岐阜市 一般競争入札 建築一式工事 第4四半期 16ヶ月 新築（公告は第４四半期を予定）

発注規模：約180,000万円（本案件
は、令和４年度当初予算の議決が
得られなかった場合は入札の執行
を取りやめることがあります。）

岐阜 岐阜県 公共建築課 【価格競争】岐阜総合学園高北渡り廊下解体等工事 岐阜市 一般競争入札 解体工事 第4四半期 4ヶ月 解体（公告は第４四半期を予定）

発注規模：約15,000万円（本案件
は、令和４年度当初予算の議決が
得られなかった場合は入札の執行
を取りやめることがあります。）

岐阜 岐阜県 公共建築課 【総合評価】岐阜農林高部室建築工事 本巣郡北方町 一般競争入札 建築一式工事 第4四半期 11ヶ月 新築（公告は第４四半期を予定）

発注規模：約20,000万円（本案件
は、令和４年度当初予算の議決が
得られなかった場合は入札の執行
を取りやめることがあります。）

岐阜 岐阜県 公共建築課 岐阜農林高部室改築機械設備工事 本巣郡北方町 指名競争入札 管工事 第4四半期 8ヶ月 新築（公告は第４四半期を予定）

発注規模：約2,000万円（本案件は、
令和４年度当初予算の議決が得ら
れなかった場合は入札の執行を取
りやめることがあります。）

岐阜 岐阜県 公共建築課 岐阜農林高部室改築電気設備工事 岐阜市 指名競争入札 電気工事 第4四半期 8ヶ月 新築（公告は第４四半期を予定）

発注規模：約1,000万円（本案件は、
令和４年度当初予算の議決が得ら
れなかった場合は入札の執行を取
りやめることがあります。）

岐阜 岐阜県 公共建築課 【総合評価】岐阜農林高受変電設備改修工事 岐阜市 一般競争入札 電気工事 第4四半期 8ヶ月 改修（公告は第４四半期を予定）

発注規模：約5,000万円（本案件は、
令和４年度当初予算の議決が得ら
れなかった場合は入札の執行を取
りやめることがあります。）

岐阜 岐阜県 公共建築課 【総合評価】三光園空調設備改修電気設備工事 岐阜市 一般競争入札 電気工事 第4四半期 10ヶ月 改修（公告は第４四半期を予定）

発注規模：約6,000万円（本案件は、
令和４年度当初予算の議決が得ら
れなかった場合は入札の執行を取
りやめることがあります。）

岐阜 岐阜県 教育財務課
【総合評価】岐阜各務野高等学校ホッケー場改修工
事

各務原市鵜沼各務
原町

一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 6ヶ月 人工芝張替工6,500ｍ2、路床入替工,6,500ｍ
2 約２億円

岐阜 岐阜県 会計課 【総合評価】七郷交番新築工事 岐阜市川部 一般競争入札 建築一式工事 第4四半期 8ヶ月 建築工事一式（公告は第4四半期を予定） 発注規模：約6,000万円

岐阜 岐阜県 会計課 交通信号機改良等工事
岐阜中、岐阜南警察
署管内

一般競争入札 電気工事 第4四半期 10ヶ月 交通信号機の改良等工事(公告は第４四半期を予定) 約７，０００万円

岐阜 岐阜県 会計課 交通信号機改良等工事
岐阜羽島警察署管
内

一般競争入札 電気工事 第4四半期 10ヶ月 交通信号機の改良等工事(公告は第４四半期を予定) 約４，０００万円

岐阜 各務原市 水道部　水道施設課 鵜沼山崎町地内配水管耐震化工事 鵜沼山崎町地内 指名競争入札 水道施設工事 第4四半期 120日間
配水管(φ100)　　 L=191ｍ
給水管切替　　　　N= 19件

2720万円

岐阜 各務原市 水道部　水道施設課 那加新加納町地内ほか配水管耐震化工事
那加新加納町地内
ほか

指名競争入札 水道施設工事 第4四半期 120日間 配水管(φ75)　　　L=111ｍ 1030万円

岐阜 各務原市 水道部　水道施設課 那加日吉町地内ほか配水管耐震化工事
那加日吉町地内ほ
か

指名競争入札 水道施設工事 第4四半期 90日間
配水管(φ75)　　　L= 62ｍ
給水管切替　　　　N= 13件

1040万円

岐阜 各務原市 水道部　水道施設課 三井町地内配水補助管耐震化工事 三井町地内 指名競争入札 水道施設工事 第4四半期 60日間 配水補助管(φ50)　L= 45ｍ 350万円

岐阜 各務原市 水道部　水道施設課 下中屋町地内ほか配水管耐震化工事 下中屋町地内ほか 指名競争入札 水道施設工事 第4四半期 90日間 配水管(φ75)　　　L=124ｍ 1010万円

岐阜 各務原市 水道部　下水道課 岩地幹線外マンホール管口耐震化工事 那加神田町ほか 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 100日間 管口耐震化　N=60箇所

岐阜 各務原市 水道部　下水道課 翠沼処理分区管渠布設替及び更生工事 つつじが丘地内 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 100日間 管渠更生　L=800ｍ

岐阜 各務原市 都市建設部　道路課 市道蘇南53号線道路改良工事 蘇原柿沢町 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 150日間
舗装打換、側溝改修
L=160m

岐阜 各務原市 都市建設部　道路課 市道各378号線道路改良工事(その4) 各務山の前町 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 150日間
道路拡幅、歩道設置
L=170m

岐阜 各務原市 都市建設部　道路課 稲803号線　舗装補修工事 上戸町 指名競争入札 ほ装工事 第4四半期 90日間 舗装補修　L=250m 1640万円

岐阜 各務原市
都市建設部　河川公

園課
都市公園維持補修工事（第5期）

市内一円（都市公
園）

指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第4四半期 60日間 遊具、ベンチ、フェンス、公園灯等補修 250万円
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【岐阜地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又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。

地区別発注見通し一覧

岐阜地区エリア ： 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町

岐阜 各務原市
都市建設部　河川公

園課
サイクリングロード整備工事 松本町地内外 指名競争入札 ほ装工事 第4四半期 120日間 サイクリングロード整備　L=0.84km

岐阜 各務原市
都市建設部　河川公

園課
つつじが丘東公園リニューアル整備工事（その１） つつじが丘地内 指名競争入札 土木一式工事 第4四半期 75日間 敷地造成工事 1,460万円

岐阜 各務原市
都市建設部　河川公

園課
鵜沼古市場第１雨水幹線築造工事 鵜沼小伊木町地内 指名競争入札 土木一式工事 第4四半期 60日間 排水工　L=10ｍ 1000万円

岐阜 各務原市
都市建設部　建築指

導課
市営住宅給排水設備改修工事 蘇原旭町3丁目42-1 指名競争入札 管工事 第4四半期 60日間 トイレの洋式化 340万円

岐阜 山県市 建設課 (2)02011号線道路改良工事 西深瀬地区 指名競争入札 土木一式工事 第4四半期 4ヶ月 施工延長L=265m 23,000千円

岐阜 山県市 建設課 市道森線（11117号線他）道路改良工事 高富地区 指名競争入札 土木一式工事 第4四半期 6ヶ月 施工延長L=96m 13,700千円

岐阜 山県市 水道課 岩佐地内下大門地区配水管布設替工事その２ 岩佐地区 指名競争入札 水道施設工事 第４四半期 3ヶ月 配水管工事　N=1.0式 6,677千円

岐阜 本巣市
総務部
総務課

敷地造成・周辺道路等整備工事 本巣市早野地内 一般競争入札 一般土木工事 第4四半期 約10ヶ月
敷地造成・周辺道路整備
一式

34000万円以上
35000万円未満

岐阜 本巣市
産業建設部

建設課
松田橋橋梁修繕工事

本巣市根尾松田地
内

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第4四半期 約5ヶ月 上部工（横桁）断面修復　N=1式　防護柵工　N=1式

500万円以上
2500万円未満


