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飛騨 （独）水資源機構 岩屋ダム管理所 岩屋ダム維持管理工事
岐阜県下呂市金山
町卯野原外

一般競争入札（総合
評価落札方式）

その他の工事 第４四半期
令和6年4月～令和8

年３月

貯水池周辺流木処理工　1式
貯砂ダム土砂撤去工　１式
ダム等周辺除草工　１式
維持管理工　１式

3,000万円以上　5,000万円未満

飛騨 （独）水資源機構 岩屋ダム管理所 岩屋ダム係船設備連絡階段塗装（仮称）（追加工事）
岐阜県下呂市金山
町卯野原地内

一般競争入札（総合
評価落札方式）

塗装工事 第１四半期
令和5年6月～令和6

年3月
EL407.00付近階段塗替塗装　　１０セット 3,000万円未満

飛騨 （独）水資源機構 岩屋ダム管理所 岩屋ダム流木止設備浮桟橋撤去（仮称）（追加工事）
岐阜県下呂市金山
町卯野原地内

指名競争入札 機械設備工事 第１四半期
令和5年6月～令和6

年3月
組立式浮桟橋　　１式 3,000万円未満

飛騨 （独）水資源機構 岩屋ダム管理所
岩屋ダム利水放流設備機側操作盤更新（仮称）（追加
工事）

岐阜県下呂市金山
町卯野原地内

一般競争入札（総合
評価落札方式）

機械設備工事 第１四半期
令和5年6月～令和6

年3月
開度計用PLC取替　　１式
副開度計取替　　１式

3,000万円未満

飛騨 （独）水資源機構 岩屋ダム管理所 岩屋ダム洪水吐PLC更新（主副）（仮称）（追加工事）
岐阜県下呂市金山
町卯野原地内

一般競争入札（総合
評価落札方式）

機械設備工事 第１四半期
令和5年6月～令和6

年3月
１号開度計用PLC取替　　１式
２号開度計用PLC取替　　１式

3,000万円未満

飛騨 （独）水資源機構 岩屋ダム管理所
岩屋ダム下流法留排水設備ポンプ更新（仮称）（追加
工事）

岐阜県下呂市金山
町卯野原地内

一般競争入札（総合
評価落札方式）

機械設備工事 第１四半期
令和5年6月～令和6

年3月
排水ポンプ取替　　１式
レベルスイッチ取替　　１式

3,000万円未満

飛騨 （独）水資源機構 岩屋ダム管理所 岩屋ダム河川監視カメラ設備工事（仮称）
岐阜県下呂市金山
町卯野原外

一般競争入札（総合
評価落札方式）

電気工事 第１四半期
令和5年5月～令和6

年3月

河川監視カメラ設備　設計、製作　1式
河川監視カメラ設備　据付、調整　1式
河川監視カメラ設備　既設設備撤去　1式

3,000万円未満

飛騨 （独）水資源機構 岩屋ダム管理所
岩屋ダム管理用制御処理設備整備工事（仮称）（追加
工事）

岐阜県下呂市金山
町卯野原外

参加者の有無を確認
する公募

電気工事 第１四半期 約7ヶ月 ダム管理用制御処理設備のソフトウェア等改修 3,000万円未満

飛騨 （独）水資源機構 岩屋ダム管理所 岩屋ダム気象観測設備整備工事（仮称）（追加工事）
岐阜県下呂市金山
町卯野原

指名競争入札 電気工事 第１四半期 約7ヶ月
風向風速計更新　1台
日射計更新　1台

3,000万円未満

飛騨 （独）水資源機構 岩屋ダム管理所
岩屋ダム直流電源装置用蓄電池外取替工事（仮称）
（追加工事）

岐阜県下呂市金山
町卯野原外

一般競争入札（総合
評価落札方式）

電気工事 第２四半期 約6ヶ月
制御用直流電源装置用蓄電池取替　1式
テレメータ装置用蓄電池取替　1式

3,000万円未満

飛騨 （独）水資源機構 岩屋ダム管理所 岩屋ダム監視カメラ設備工事（仮称）（追加工事）
岐阜県下呂市金山
町卯野原

一般競争入札（総合
評価落札方式）

電気工事 第４四半期 約12ヶ月
ダム監視カメラ設備　設計、製作　1式
ダム監視カメラ設備　据付、調整　1式
ダム監視カメラ設備　既設設備撤去　1式

3,000万円以上　6,000万円未満

飛騨 下呂市 こども家庭課 新子育て支援施設建設工事（建築） 下呂市萩原町萩原 一般競争入札 建築一式 第1四半期 約9ヶ月
木造２階建て日本瓦一部GL鋼板葺き　A＝654.11㎡
　　新築工事　 1.0式
　　外溝工事　 1.0式

約22,000万円

飛騨 下呂市 こども家庭課 新子育て支援施設建設工事（機械設備） 下呂市萩原町萩原 一般競争入札 管 第1四半期 約9ヶ月
木造２階建て　A＝654.11㎡
　　機械設備工事　1.0式

約6,100万円

飛騨 下呂市 こども家庭課 新子育て支援施設建設工事（電気設備） 下呂市萩原町萩原 一般競争入札 電気 第1四半期 約9ヶ月
木造２階建て　A＝654.11㎡
　　電気設備工事　1.0式

約4,800万円

飛騨 下呂市 まちづくり推進課 あさぎりスポーツ公園野球場LED化工事 下呂市萩原町羽根 一般競争入札 電気 第1四半期 約7ヶ月 LED照明器具96基他 約11,700万円

飛騨 下呂市 まちづくり推進課 リバーサイドスタジアム内野整備工事 下呂市金山町金山 指名競争入札 舗装 第1四半期 約5ヶ月 内野整備A=2850m2 約400万円

飛騨 下呂市 まちづくり推進課 森住宅A棟給湯設備改修工事 下呂市森 一般競争入札 管 第1四半期 約6ヶ月 給湯設備改修　1式 約700万円

飛騨 下呂市 まちづくり推進課 相原団地給湯設備改修工事 下呂市金山町金山 一般競争入札 管 第1四半期 約6ヶ月 給湯設備改修　1式 約700万円

飛騨 下呂市 教育総務課 竹原小学校避難救助袋取替工事 下呂市宮地 指名競争入札 建築一式 第1四半期 約4ヶ月 避難救助袋改修工　N=1基 約180万円

飛騨 下呂市 教育総務課 小坂中学校高圧受電設備改修工事 下呂市小坂町長瀬 指名競争入札 電気 第1四半期 約4ヶ月 高圧受電設備改修工　N=1式 約270万円

飛騨 下呂市 建設課 ジャリゾレ線落石防除工事 下呂市馬瀬川上 一般競争入札 土木一式 第1四半期 約10ヶ月
施工延長　L=100ｍ
落石対策工　N=1式

約13,000万円

飛騨 下呂市 建設課 桜町桜洞線道路改良工事 下呂市萩原町萩原 一般競争入札 土木一式 第1四半期 約10ヶ月

施工延長　L=50ｍ
歩道拡幅工　N=1式
排水構造物工　N=1式
舗装工　N=1式

約1,000万円

飛騨 下呂市 建設課 宮地36号線舗装工事 下呂市宮地 一般競争入札 舗装 第1四半期 約4ヶ月
施工延長　L=1170ｍ
舗装工　N=1式

約3,000万円

飛騨 下呂市 建設課 森3号線交通安全対策工事 下呂市森 一般競争入札 舗装 第1四半期 約4ヶ月
施工延長　L=500ｍ
路側カラー舗装工　N=1式

約830万円

飛騨 下呂市 建設課 中宮前洞線・和田尾崎線路側カラー化工事
下呂市金山町菅田
桐洞

一般競争入札 舗装 第1四半期 約4ヶ月
施工延長　L=430ｍ
路側カラー舗装工　N=1式

約800万円

飛騨 下呂市 建設課 馬瀬渕尻地区舗装工事 下呂市馬瀬中切 一般競争入札 舗装 第1四半期 約3ヶ月
施工延長　L=116ｍ
舗装工　N=1式

約660万円

飛騨 下呂市 建設課 萩原地域区画線設置工事 下呂市萩原町内 指名競争入札 舗装 第1四半期 約3ヶ月
施工延長 L=1,421m
区画線工 L=2,750m

約250万円

飛騨 下呂市 建設課 今井谷タラップ設置工事
下呂市萩原町奥田
洞

指名競争入札 土木一式 第1四半期 約3ヶ月 タラップ設置工　N=6箇所 約130万円

飛騨 下呂市 高齢福祉課 かなやまサニーランド高圧電気設備改修工事 下呂市金山町金山 一般競争入札 電気 第1四半期 約3ヶ月
低圧電灯盤　1台
低圧動力版　2台

約600万円

飛騨 下呂市 消防総務課 下呂地域防火水槽整備工事 下呂市宮地 一般競争入札 土木一式 第1四半期 約4ヶ月 耐震性貯水槽設置工 約600万円

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【飛騨地区の発注見通し】

※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

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村
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地区別発注見通し一覧

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨 下呂市 消防総務課 萩原5-1（萩上）消防団詰所新築工事 下呂市萩原町萩原 一般競争入札 建築一式 第1四半期 約8ヶ月
建築面積51㎡
延べ面積96.6

約3,700万円

飛騨 下呂市 水道課 森中区送水ポンプ取替工事 下呂市森 一般競争入札 機械器具設置 第1四半期 約8ヶ月 送水ポンプ100A N=2基　他 約1,600万円

飛騨 下呂市 水道課 大ヶ洞地内配水管移設工事
下呂市萩原町大ヶ
洞

一般競争入札 管 第1四半期 約8ヶ月
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ設置N=2箇所
ストッパバルブ設置N=2箇所　　　　　　　　　仮設配管 L=116
ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　配水管VPφ150 L=10ｍ

約600万円

飛騨 下呂市 水道課 萩原地域減圧弁更新工事 下呂市萩原町一円 一般競争入札 管 第1四半期 約8ヶ月 φ75×350L　N=5基　　　　　　　　　　φ100×400L N=1基 約2,000万円

飛騨 下呂市 水道課 湯屋・大垣内ポンプ更新工事
下呂市小坂町大垣
内・湯屋

一般競争入札 機械器具設置 第1四半期 約8ヶ月
（湯屋）φ65×50 N=2基　他　　　　　（大垣内）φ40　N=2基
他

約3,000万円

飛騨 下呂市 水道課 金山地域減圧弁更新工事 下呂市金山町一円 一般競争入札 管 第1四半期 約8ヶ月
φ100×400L N=1台　　　　　　　　　　　　　φ75×350L N=1
台

約900万円

飛騨 下呂市 地域振興課 下呂図書館エアコン設置工事 下呂市森 指名競争入札 管 第1四半期 約2ヶ月 エアコン設置工　N=2台 約250万円

飛騨 下呂市 農務課 清流ふれあい会館温水洗浄便座化改修工事 下呂市馬瀬地内 指名競争入札 管 第1四半期 約4ヶ月 温水洗浄便座改修　N=6基 約200万円

飛騨 下呂市 林務課 林道住吉支線線改良工事 下呂市少ヶ野 一般競争入札 土木一式 第1四半期 約7ヶ月
施工延長　L=30ｍ
擁壁工　70㎡

約2,100万円

飛騨 下呂市 林務課 林道柿坂線改良工事
下呂市萩原町西上
田

指名競争入札 土木一式 第1四半期 約2ヶ月
施工延長　L=20ｍ
道路土工　1式（舗装工あり）

約150万円

飛騨 下呂市 林務課 林道不動洞線改良工事 下呂市蛇之尾 指名競争入札 土木一式 第1四半期 約3ヶ月
施工延長　L=8ｍ
擁壁工　35㎡

約220万円

飛騨 下呂市 まちづくり推進課 飛騨川公園遊具整備工事 下呂市萩原町上呂 一般競争入札 土木一式 第2四半期 約7ヶ月 大型複合遊具　1式 約3,200万円

飛騨 下呂市 教育総務課 宮田小学校体育館トイレ洋式化工事 下呂市萩原町宮田 指名競争入札 管 第2四半期 約3ヶ月 トイレ改修工　N=2基 約170万円

飛騨 下呂市 教育総務課 上原小学校体育館トイレ洋式化工事 下呂市夏焼 指名競争入札 管 第2四半期 約3ヶ月 トイレ改修工　N=2基 約140万円

飛騨 下呂市 建設課 水上橋橋梁更新工事 下呂市宮地 一般競争入札 土木一式 第2四半期 約9ヶ月

施工延長　L=40ｍ
ボックスカルバート工　N=1式
護岸工　N=1式
道路改良工　N=1式

約3,100万円

飛騨 下呂市 建設課 宮地13号線道路施設予防保全対策工事 下呂市宮地 一般競争入札 舗装 第2四半期 約4ヶ月
施工延長　L=160ｍ
舗装工　N=1式

約1,000万円

飛騨 下呂市 建設課 湯之島2号線交通安全対策工事 下呂市湯之島 指名競争入札 舗装 第2四半期 約2ヶ月
施工延長　L=830ｍ
道路附属物設置工　N=1式
区画線工　N=1式

約200万円

飛騨 下呂市 建設課 室洞線舗装工事
下呂市金山町菅田
桐洞

一般競争入札 舗装 第2四半期 約4ヶ月
施工延長　L=1100ｍ
舗装工　N=1式

約2,100万円

飛騨 下呂市 建設課 小橋線舗装工事 下呂市馬瀬西村 一般競争入札 舗装 第2四半期 約3ヶ月
施工延長　L=310ｍ
舗装工　N=1式

約700万円

飛騨 下呂市 建設課 中央橋線舗装工事 下呂市馬瀬名丸 一般競争入札 舗装 第2四半期 約3ヶ月
施工延長　L=160ｍ
舗装工　N=1式

約700万円

飛騨 下呂市 建設課 御厩野5号線舗装工事 下呂市御厩野 指名競争入札 舗装 第2四半期 約2ヶ月
施工延長　L=110ｍ
舗装工　N=1式

約200万円

飛騨 下呂市 消防総務課 萩原地域防火水槽整備工事 下呂市萩原町上呂 一般競争入札 土木一式 第2四半期 約4ヶ月 耐震性貯水槽設置工 約600万円

飛騨 下呂市 北消防署 小坂分署水回り改修工事
下呂市小坂町大垣
内

一般競争入札 建築一式 第2四半期 約2ヶ月 浴室、その他改修工事 約650万円

飛騨 下呂市 水道課 萩原浄水場次亜注入設備更新工事 下呂市萩原町桜洞 一般競争入札 機械器具設置 第2四半期 約9ヶ月 次亜注入ポンプ N=2基　他 約900万円

飛騨 下呂市 水道課
野上浄水場ポンプ操作盤・山之口浄水場流量計等更
新工事

下呂市萩原町野上・
山之口

一般競争入札 電気 第2四半期 約8ヶ月
クローズドスターデルタ始動器N=2基　　電磁流量計 N=1基
残留塩素計　N=1基

約1,300万円

飛騨 下呂市 水道課 松尾浄水場計装設備更新工事 下呂市小坂町門坂 一般競争入札 電気 第2四半期 約8ヶ月
次亜注入ポンプ N=2基
薬液タンク N=1台
投込水位計 N=1台　他

約900万円

飛騨 下呂市 水道課 下呂地域簡水計装機器更新工事
下呂市小川・野尻・
和川・乗政

一般競争入札 電気 第2四半期 約8ヶ月

シーケンサー N=1式　　　　　　　　　　　　　タッチパネル N=1
式　　　　　　　　　　　　　　　インバーター N=1式
（高区）定流量式流入弁 N=1台　　　　　　　　　　　　　　　　（中

区）定流量式流入弁 N=1台　　　　　　　　　濁度計 N=1台
圧着式水位計 N=1台

約2,600万円

飛騨 下呂市 水道課 金山浄水場薬注ポンプ等更新工事 下呂市金山町渡 一般競争入札 機械器具設置 第2四半期 約8ヶ月
ろ過ポンプ N=2台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前塩素注
入ポンプ N=2台　　　　　　　　　　後塩素注入ポンプ N=2台

約1,300万円

飛騨 下呂市 水道課 上村配水池電気計装設備工事 下呂市萩原町上村 一般競争入札 電気 第2四半期 約8ヶ月
電磁流量計 N=1基　　　　　　　　　　　　　クラウド端末 N=1
式

約2,000万円

飛騨 下呂市 農務課 金子谷用水路改修工事 下呂市萩原町内 一般競争入札 土木一式 第2四半期 約4ヶ月
施工延長　L=200ｍ
水路工　L=200ｍ

約500万円
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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5年5月15日現在

【飛騨地区の発注見通し】

※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

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨 下呂市 農務課 馬瀬北部用水頭首工補修工事 下呂市馬瀬地内 一般競争入札 土木一式 第2四半期 約4ヶ月 補修工１式 約500万円

飛騨 下呂市 林務課 林道橋梁PCB含有塗膜対策工事 下呂市萩原町桜洞 一般競争入札 塗装 第2四半期 約6ヶ月 橋梁 1橋　L＝10ｍ 約1,000万円

飛騨 下呂市 林務課 林道岩屋～保井戸線橋梁補修工事 下呂市金山町岩屋 一般競争入札 塗装 第2四半期 約6ヶ月 橋梁 1橋　L＝8ｍ 約1,400万円

飛騨 下呂市 林務課 林道厚曽線橋梁補修工事 下呂市金山町戸部 一般競争入札 塗装 第2四半期 約6ヶ月 橋梁 1橋　L＝11ｍ 約1,400万円

飛騨 下呂市 林務課 林道水沢線舗装工事 下呂市門和佐 一般競争入札 舗装 第2四半期 約4ヶ月
施工延長　L=360m
表層工　A=1,440m2
側溝工　L=100m

約1,200万円

飛騨 下呂市 林務課 林道高天ヶ原線改良工事
下呂市小坂町小坂
町

一般競争入札 土木一式 第2四半期 約7ヶ月
施工延長　L=60ｍ
擁壁工　40ｍ3
法面工　120㎡

約1,900万円

飛騨 下呂市 林務課 林道長瀬線改良工事 下呂市小坂町長瀬 一般競争入札 土木一式 第2四半期 約7ヶ月
施工延長　L=50ｍ
擁壁工　80ｍ3
法面工　370㎡

約1,700万円

飛騨 下呂市 林務課 林道宮谷線改良工事 下呂市瀬戸 指名競争入札 土木一式 第2四半期 約4ヶ月
施工延長　L=12ｍ
擁壁工　L=12ｍ

約300万円

飛騨 下呂市 林務課 林道椹谷線改良工事 下呂市小坂町落合 一般競争入札 土木一式 第2四半期 約7ヶ月
施工延長　L=30ｍ
法面工　450㎡

約1,400万円

飛騨 下呂市 林務課 林道大念仏線改良工事
下呂市小坂町赤沼
田

一般競争入札 土木一式 第2四半期 約7ヶ月
施工延長　L=50ｍ
法面工　400㎡

約800万円

飛騨 下呂市 林務課 林道愛宕山線路面改良工事 下呂市金山町金山 指名競争入札 土木一式 第2四半期 約2ヶ月
施工延長　L=50ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工　L=50ｍ

約250万円

飛騨 下呂市 林務課 林道ゼンコ畑線改良工事 下呂市東上田 指名競争入札 土木一式 第2四半期 約4ヶ月
施工延長　L=10ｍ
擁壁工　70㎡

約330万円

飛騨 下呂市 まちづくり推進課 御滝団地A棟8,9号、E棟10.11号解体工事 下呂市金山町金山 指名競争入札 解体 第3四半期 約3ヶ月 解体　1式 約500万円

飛騨 下呂市 下水道課 合併浄化槽転換工事 下呂市萩原町尾崎 一般競争入札 管 第3四半期 約3ヶ月 合併浄化槽設置　N=3基 約1,000万円

飛騨 下呂市 環境施設課 クリーンセンター管理道路舗装修繕工事 下呂市小川 指名競争入札 舗装 第3四半期 約3ヶ月

舗装工
表層オバーレイ　A=750㎡
打替え　A＝53㎡
路側線設置工　L=470ｍ

約350万円

飛騨 下呂市 教育総務課 上原小学校プールろ過材入替工事 下呂市夏焼 指名競争入札 機械器具設置 第3四半期 約2ヵ月 ろ材入替工　N=1式 約200万円

飛騨 下呂市 建設課 森8号線道路改良（1-3）工事 下呂市森 一般競争入札 土木一式 第3四半期 約5ヶ月
施工延長　L=200ｍ
道路改良工　N=1式

約9,900万円

飛騨 下呂市 建設課 和川12号線道路改良（2工区）工事 下呂市蛇之尾 一般競争入札 土木一式 第3四半期 約5ヶ月
施工延長　L=260ｍ
橋梁上部工　N=1式
道路改良工　N=1式

約7,400万円

飛騨 下呂市 建設課 宝鈴橋長寿命化補修工事 下呂市馬瀬黒石 一般競争入札
とび・土工・
コンクリート

第3四半期 約5ヶ月
橋梁延長　L=53ｍ
断面補修工
グラウト再充填工

約980万円

飛騨 下呂市 建設課 幸田2・6号線電線共同溝整備舗装工事 下呂市幸田 一般競争入札 舗装 第3四半期 約4ヶ月
施工延長　L=400ｍ
舗装工　N=1式

約6,700万円

飛騨 下呂市 建設課 萩原東本町線ほか1路線道路施設予防保全対策工事 下呂市萩原町萩原 一般競争入札 舗装 第3四半期 約5ヶ月
施工延長　L=320ｍ
舗装工　N=1式
排水構造物工　N=1式

約3,000万円

飛騨 下呂市 建設課 野尻3号線舗装工事 下呂市野尻 一般競争入札 舗装 第3四半期 約4ヶ月
施工延長　L=460ｍ
舗装工　N=1式

約1,300万円

飛騨 岐阜県 管財課 飛騨総合庁舎電話設備改修工事
高山市上岡本町　地
内

（工事）随意契約
（工事）電気通信

工事
第2四半期 ５ヶ月 電話設備改修　一式 発注規模：１,000万円未満

飛騨 岐阜県 地域スポーツ課
御嶽濁河高地トレーニングセンター車庫シャッター改
修工事

下呂市小坂町落合 （工事）一般競争入札
（工事）建築一式

工事
第1四半期 ７ヶ月 車庫改修 発注規模：1,000万円未満

飛騨 岐阜県 地域スポーツ課
御嶽濁河高地トレーニングセンター給湯一次ポンプ改
修工事

下呂市小坂町落合 （工事）一般競争入札 （工事）管工事 第1四半期 ７ヶ月 給湯ポンプ改修 発注規模：1,000万円未満

飛騨 岐阜県 地域スポーツ課
御嶽濁河高地トレーニングセンター温泉排水溝改修
工事

下呂市小坂町落合 （工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ４ヶ月 排水溝改修 発注規模：1,000万円未満

飛騨 岐阜県 環境生活政策課
（仮称）中部山岳国立公園 奥飛騨ビジターセンター改
修工事

高山市奥飛騨温泉
郷平湯地内

（工事）一般競争入札
（工事）建築一式

工事
第1四半期 ９ヶ月 建築一式工事 概算額：400,000千円

飛騨 岐阜県 文化創造課
飛騨・世界生活文化センター中央監視リモート装置改
修工事

高山市千島町 （工事）一般競争入札 （工事）電気工事 第1四半期 ８ヶ月 中央監視リモート装置改修 発注規模：約4,500万円

飛騨 岐阜県 文化創造課 飛騨・世界生活文化センター高圧ケーブル改修工事 高山市千島町 （工事）一般競争入札 （工事）電気工事 第1四半期 ８ヶ月 高圧ケーブル改修 発注規模：約2,000万円

飛騨 岐阜県 高山陣屋管理事務所 高山陣屋（御役所北）屋根葺替工事 高山陣屋八軒町 （工事）指名競争入札
（工事）建築一式

工事
第2四半期 ７ヶ月 高山陣屋（御役所北）屋根葺替工事一式 「1，000万円未満」
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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5年5月15日現在

【飛騨地区の発注見通し】

※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。
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地区別発注見通し一覧

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨 岐阜県 水産研究所 停電時非常用発電設備（自動切替）設置工事
下呂市萩原町羽根
2605－1　水産研究
所下呂支所地内

（工事）一般競争入札 （工事）電気工事 第1四半期 ８ヶ月 停電時非常用発電設備（自動切替）設置工事 約2000万円

飛騨 岐阜県 水産研究所 第５号井戸用主ポンプ取替工事
下呂市萩原町羽根
2605－1　水産研究
所下呂支所地内

（工事）指名競争入札
（工事）機械器具

設置工事
第1四半期 ５ヶ月 第５号井戸用主ポンプ取替工事 1000万円未満

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
県営かんがい排水事業　萩原町川西北部地区　水門
改修工事

下呂市萩原町尾崎
地内

（工事）一般競争入札
（工事）鋼構造物

工事
第1四半期 ９ヶ月 水門改修工事　N=4箇所 発注規模：約６，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
【総合評価】県営基幹農道整備事業　下呂中央３期地
区　第１１号道路工事

下呂市野尻地内 （工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ９ヶ月 道路工1式 発注規模：約７，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
【総合評価】県営中山間地域総合整備事業　益田南
部地区　月本他鳥獣防止柵工事

下呂市金山町菅田
桐洞地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 １０ヶ月 鳥獣害防止柵　1式 発注規模：約２，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
【総合評価】県営中山間地域総合整備事業　益田北
西部地区　上杉谷用水路他工事

下呂市萩原町尾崎
地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ９ヶ月 用水路工　1式 発注規模：約５，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
【総合評価】県営中山間地域総合整備事業　益田北
西部地区　野上石原用水路他工事

下呂市萩原町野上
地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ８ヶ月 用水路工　1式 発注規模：約５，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
【総合評価】県営経営体育成基盤整備事業　馬瀬地
区　第５号用水路工事

下呂市馬瀬井谷地
内他

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ８ヶ月 用水路工　1式 発注規模：約２，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
【総合評価】県営経営体育成基盤整備事業　馬瀬地
区　第６号用水路工事

下呂市馬瀬中切地
内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第3四半期 ６ヶ月 用水路工　1式 発注規模：約１，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所 【総合評価】復旧治山事業　寺洞地区工事 萩原町上呂地内 （工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ７ヶ月 谷止工N=1基 発注規模：約４，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
【総合評価】緊急機能強化・老朽化対策事業　せぎの
上地区工事

馬瀬川上地内 （工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ７ヶ月 谷止工N=1基、流路工 発注規模：約５，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所 【総合評価】予防治山事業　馬セ戸地区工事 萩原町大ヶ洞地内 （工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ７ヶ月 流路工 発注規模：約３，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所 【総合評価】県単治山事業　夏焼平　外３地区工事 萩原町花池外３地内 （工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ７ヶ月 山腹工、施設修繕工 発注規模：約４，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
【総合評価】県営農業基盤整備促進事業　馬瀬南部
地区　第1号基盤整備工事

下呂市馬瀬中切地
内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ７ヶ月 土層改良工　A=2ha 発注規模：約２，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
【総合評価】県営農業基盤整備促進事業　山之口地
区　第1号基盤整備工事

下呂市萩原町山之
口地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ７ヶ月 土層改良工　A=1.5ha 発注規模：約２，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
【総合評価】県営農業基盤整備促進事業　山之口地
区　第2号基盤整備工事

下呂市萩原町山之
口地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ７ヶ月 土層改良工　A=1.5ha 発注規模：約２，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所 【総合評価】復旧治山事業　樋口地区工事 小坂町門坂地内 （工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ９ヶ月 谷止工N=1基 発注規模：事後公表

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
【総合評価】県営経営体育成基盤整備事業　羽根地
区　第１１号頭首工工事

下呂市萩原町野上
地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ２０ヶ月 頭首工　1式 発注規模：事後公表

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
【総合評価】県営経営体育成基盤整備事業　菅田西
部地区　第３号ほ場整備工事

下呂市金山町菅田
桐洞地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ７ヶ月 ほ場整備工　1式 発注規模：約２，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
【総合評価】県営経営体育成基盤整備事業　菅田西
部地区　第４号ほ場整備工事

下呂市金山町菅田
笹洞地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ７ヶ月 ほ場整備工　1式 発注規模：約８，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
【総合評価】県営経営体育成基盤整備事業　菅田西
部地区　第５号ほ場整備工事

下呂市金山町菅田
笹洞地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ７ヶ月 ほ場整備工　1式 発注規模：約５，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所
【総合評価】県営基幹農道整備事業　下呂中央３期地
区　第１２号道路工事

下呂市野尻地内 （工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ９ヶ月 道路工1式 発注規模：約７，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所 【総合評価】予防治山事業　井ノ表平地区工事 金山町福来地内 （工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ７ヶ月 谷止工N=1基 発注規模：約３，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所 【総合評価】県単治山事業　無笹　外２地区工事 馬瀬黒石外２地内 （工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ６ヶ月 山腹工、施設修繕工 発注規模：約３，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂農林事務所 県単林道下呂～萩原線建設発生土処理工事 下呂市中呂地内 （工事）指名競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ５ヶ月 土工 発注規模：約１，０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所
【総合評価】県営かんがい排水事業中根地区第１号管
路工事

高山市丹生川町法
力地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ６ヶ月 管路工　L=110m 約１，０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所
県営経営体育成基盤整備事業玄の子地区第５期ほ
場整備工事

飛騨市古川町是重
地内

（工事）指名競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ９ヶ月 付帯工　１式 約１，０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所
県営中山間地域総合整備事業国府上宝地区名張大
平農道第４期工事

高山市国府町名張
地内

（工事）指名競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ５ヶ月 法面工　１式 １，０００万円未満

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所
【総合評価】県営ため池等整備事業深谷地区遠方監
視施設工事

高山市丹生川町法
力地内

（工事）一般競争入札
（工事）電気通信

工事
第3四半期 １７ヶ月 遠方監視施設　１式 事後公表

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所
【総合評価】中山間合掌地区　戸島隧道工事　荻町用
水路４期 工事

大野郡白川村荻町
地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ９ヶ月 用水路工　L=310m　農道工L=53m 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5年5月15日現在

【飛騨地区の発注見通し】

※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

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所 中山間高山南地区　日面用水第３期工事
高山市朝日町見座
地内

（工事）一般競争入札 （工事）電気工事 第2四半期 １０ヶ月 用水機場(制御盤更新・変圧器撤去) 約１,０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所
【総合評価】中山間高山南地区　山梨導水路第１期工
事

高山市久々野町無
数河地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ９ヶ月 用水路工　L=108m　　護岸工1式 約４，０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所
【総合評価】中山間清見荘川地区　徳野用水路頭首
工改修工事

高山市清見町三日
町地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第3四半期 １７ヶ月 頭首工改修　１式 事後公表

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所
【総合評価】中山間清見荘川地区　夏厩・大原防火水
槽工事

高山市清見町夏厩・
大原地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ６ヶ月 防火水槽設置　１式 約２,０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所
【総合評価】中山間清見荘川地区　黒谷防火水槽工
事

高山市荘川町黒谷
地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ６ヶ月 防火水槽設置　１式 約１,０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所
【総合評価】県営中山間地域総合整備事業　北吉城
数河中田土砂崩落防止柵第2期工事

飛騨市神岡町数河
地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ６ヶ月 土砂崩落防止柵1式 事後公表

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所
【総合評価】県営ため池等整備事業　山田防災ダム
第2期工事

飛騨市神岡町山田
地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ６ヶ月 洪水吐補修、ゲート補修1式 約４,０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所
【総合評価】県営ため池等整備事業　小屋名第2　改
修工事（債務）

高山市久々野町小
屋名地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ３０ヶ月 ため池堤体、取水施設、洪水吐改修1式 事後公表

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所
【総合評価】農山漁村地域整備交付金　山のみち
宮・高山線開設工事（一之宮工区）

高山市一之宮町地
内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ７ヶ月 林道開設工事　延長Ｌ＝１００ｍ 約７，０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所 復旧治山工事（湯平２）
高山市奥飛騨温泉
郷平湯地内

（工事）指名競争入札
（工事）とび・土工・
コンクリート工事

第1四半期 １０ヶ月 山腹工　１式 約５，０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所 【総合評価】復旧治山工事（水上）
高山市奥飛騨温泉
郷神坂地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ６ヶ月 流路工　１式 約２，０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所 【総合評価】復旧治山工事（小瀬ケ洞）
高山市朝日町西洞
地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ９ヶ月 谷止工　１基 約４，０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所 【総合評価】緊急総合治山工事（大久手）
高山市丹生川町久
手地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ９ヶ月 流路工　１式 約４，０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所 【総合評価】緊急予防治山工事（小言司）
飛騨市古川町数河
地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ９ヶ月 谷止工　１基 約４，０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所 【総合評価】流木防止治山工事（大柳）
飛騨市神岡町森茂
地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ７ヶ月 谷止工　１基 約３，０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所 【総合評価】予防治山工事（いら谷）
飛騨市河合町保地
内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第2四半期 ８ヶ月 谷止工　１基 約３，０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所 【総合評価】予防治山工事（深谷）
飛騨市河合町大谷
地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ７ヶ月 谷止工　１基 約３，０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所 【総合評価】予防治山工事（尻取尾通）
大野郡白川村木谷
地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ８ヶ月 谷止工　１基 約３，０００万円

飛騨 岐阜県 飛騨農林事務所 【総合評価】機能強化・老朽化対策工事（一疋洞）
大野郡白川村荻町
地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 １０ヶ月 谷止工　１基 約６，０００万円

飛騨 岐阜県 下呂土木事務所
【総合評価】公共　防災・安全交付金（（国）２５７号　下
呂市馬瀬黒石地内）

下呂市馬瀬黒石 （工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 ４ヶ月

施工延長L=220m　舗装工A=1500m2
防草対策工N=1式　防護柵工N=1式

飛騨 岐阜県 古川土木事務所
【総合評価】公共　防災・安全交付金（道路改良）塩屋
工区　工事

飛騨市宮川町塩屋
地内

（工事）一般競争入札
（工事）土木一式

工事
第1四半期 １０ヶ月 道路改良工事　L=80.0m　　盛土工、舗装工 約4,000万円

飛騨 岐阜県 公共建築課 【総合評価】益田清風高屋外トイレ改築工事 下呂市 （工事）一般競争入札
（工事）建築一式

工事
第1四半期 ８ヶ月 新築 発注規模：約5,000万円

飛騨 岐阜県 公共建築課 【総合評価】斐太高屋外便所改築工事 高山市 （工事）一般競争入札
（工事）建築一式

工事
第1四半期 ８ヶ月 新築 発注規模：約5,900万円

飛騨 岐阜県 公共建築課
【総合評価】飛騨特別支援学校高等部棟屋上外壁内
部改修工事

高山市 （工事）一般競争入札
（工事）建築一式

工事
第1四半期 ７ヶ月 改修 事後公表

飛騨 岐阜県 公共建築課 【総合評価】吉城高屋外便所等改築工事 飛騨市 （工事）一般競争入札
（工事）建築一式

工事
第1四半期 ８ヶ月 新築 発注規模：約6,000万円

飛騨 岐阜県 公共建築課 【総合評価】飛騨家畜保健衛生所倉庫等新築工事 高山市 （工事）一般競争入札
（工事）建築一式

工事
第1四半期 ７ヶ月 新築 事後公表

飛騨 岐阜県 公共建築課 斐太高受変電設備改修工事 高山市 （工事）指名競争入札 （工事）電気工事 第1四半期 ６カ月 改修 発注規模：約2,000万円

飛騨 岐阜県 公共建築課 下呂看護専門学校学校棟内部改修等電気設備工事 下呂市 （工事）指名競争入札 （工事）電気工事 第1四半期 ８カ月 改修 発注規模：約3,000万円

飛騨 岐阜県 公共建築課 飛騨吉城特別支援学校体育館空調設備設置工事 飛騨市 （工事）指名競争入札 （工事）管工事 第1四半期 ７ヶ月 改修 発注規模：約3,000万円

飛騨 岐阜県 会計課 運転免許試験場庁舎新築工事（第3期） 岐阜市三田洞 （工事）指名競争入札
（工事）建築一式

工事
第1四半期 １５ヶ月 建築工事一式 発注規模：約3億円
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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5年5月15日現在

【飛騨地区の発注見通し】

※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

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨 岐阜県 会計課 路側式道路標識建植他工事（８月一般）
郡上・関・加茂警察
署管内

（工事）指名競争入札
（工事）とび・土工・
コンクリート工事

第2四半期 ３ヶ月 一般規制にかかる標識・標示の設置等 発注規模：1,000万円未満

飛騨 岐阜県 会計課 路側式道路標識建植他工事（１２月一般）
郡上・関・加茂警察
署管内

（工事）指名競争入札
（工事）とび・土工・
コンクリート工事

第4四半期 ３ヶ月 一般規制にかかる標識・標示の設置等 発注規模：1,000万円未満

飛騨 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

（工事）一般競争入札 （工事）電気工事 第1四半期 ９ヶ月 交通信号機の改良等工事 発注規模：約8,000万円

飛騨
厚生労働省岐阜労働

局
岐阜労働局

総務課
高山労働基準監督署非常階段設置工事 高山市 一般競争入札 建築工事 第２四半期 約６カ月 庁舎外非常階段の設置

飛騨 高山市 維持課 市道千島松本線道路修繕工事
高山市神明町2丁目
地内

指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 ４ヶ月 施工延長L=70m　床版補修N=1式

飛騨 高山市 維持課 河川整備（大洞谷川）工事 高山市新宮町地内 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 ５ヶ月 護岸工（ブロック積）L=20m A=60㎡

飛騨 高山市 下水道課 公共市道改良（松之木千島線）に伴う管きょ移設工事
高山市松之木町地
内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 ６ヶ月
管きょ布設　L=50m
仮設工

飛騨 高山市 下水道課
特環宇津江処理区県道改良（四十八滝国府線）に伴
う水管橋移設工事

高山市国府町宇津
江地内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 ９ヶ月
水管橋　L=15m　管きょ布設　L=80m
仮設工

飛騨 高山市 下水道課
農集丹生川中央処理区県道改良（町方高山線）に伴
う水管橋移設工事

高山市丹生川町町
方地内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 ９ヶ月
水管橋　L=20m　管きょ布設　L=30m
仮設工

飛騨 高山市 環境政策課 五色ヶ原の森　ゴスワラコース木道修繕工事
高山市丹生川町岩
井谷地内

指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ５ヶ月 木道　150ｍ

飛騨 高山市 環境政策課 五色ヶ原の森　ゴスワラコース管理道改良工事
高山市丹生川町岩
井谷地内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ５ヶ月 Ｕ－800　L=30ｍほか

飛騨 高山市 森林政策課 分収林路網整備工事（一之宮地域）
高山市一之宮町蔵
柱地内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ７ヶ月 作業道開設　L=2,000ｍ

飛騨 高山市 観光課 ひだ清見ラベンダー公園復旧造成工事
高山市清見町三日
町地内

指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ６ヶ月 畑地への復旧造成工事　１式

飛騨 高山市 維持課 トンネル修繕（上ケ洞1号トンネル他）工事
高山市高根町上ケ
洞地内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ７ヶ月 剥落防止工1式　漏水対策工1式　空洞充填工1式

飛騨 高山市 維持課
主要地方道高山停車場線歩行者移動支援施設設置
工事

高山市花里町5丁目
地内

指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ４ヶ月 知らせる明かり電気配線　N=1式

飛騨 高山市 維持課 市道名田八軒町線消融雪側溝整備工事
高山市名田町3丁目
地内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ５ヶ月 側溝工（消融雪側溝500*600）L=90m

飛騨 高山市 維持課 市道呂瀬金山線道路横断溝修繕工事
高山市丹生川町折
敷地地内

指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ４ヶ月 側溝工(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ1200×1200）L=10ｍ

飛騨 高山市 維持課 カジカ洞谷川整備工事
高山市一之宮町下
渡瀬地内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ７ヶ月 樋管工事　一式

飛騨 高山市 維持課 河川整備（中之巻谷川）工事
高山市久々野町久
須母地内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ６ヶ月 L=60m　護岸工（環境対応型ブロック）

飛騨 高山市 維持課 市道桐谷14号線道路修繕工事
高山市国府町桐谷
地内

指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ８ヶ月 路側工(ブロック積工)L=18m A=63㎡

飛騨 高山市 維持課 河川整備（海具江谷川）工事
高山市国府町宇津
江地内

指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ６ヶ月 側溝工(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ1300×1300)L=10m

飛騨 高山市 維持課 市道蒲田線道路修繕工事
高山市奥飛騨温泉
郷神坂地内

指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ４ヶ月 落石防護柵工(H=2.0ｍ)  L=30.0ｍ

飛騨 高山市 下水道課 公共河川改良関連西之一色町地内管きょ布設工事
高山市西之一色町3
丁目地内

指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ６ヶ月 管きょ布設　L=50m

飛騨 高山市 下水道課 公共県道改良（町方高山線）に伴う管きょ移設工事
高山市三福寺町地
内他

指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ６ヶ月
管きょ布設　L=100m
仮設工

飛騨 高山市 下水道課
公共県道改良（岩井高山停車場線）に伴う管きょ移設
工事

高山市上一之町地
内他

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ６ヶ月
管きょ布設　L=100m
仮設工

飛騨 高山市 建設課
市道塩屋松之木線（白山橋）橋りょう長寿命化改良工
事

高山市塩屋町地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ７ヶ月
ＲＣ橋L=21.6m　W=8.0m　沓座拡幅工、橋面舗装工、断面
補修工、ひび割れ補修工他

飛騨 高山市 建設課
市道吉野浅井田線（おわち橋）橋りょう長寿命化改良
工事

高山市上宝町吉野
地内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ９ヶ月
ＲＣ橋L=130.3m　W=2.75m　床版上面増厚工、端横桁増厚
工、断面補修工、橋面舗装工他

飛騨 高山市 建設課
市道上桑之島線（瀬ノ上橋）橋りょう長寿命化改良工
事

高山市朝日町桑之
島地内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ７ヶ月
ＰＣ橋L=53.4m　W=4.5m　断面補修工、表面保護工、橋面
舗装工、ひび割れ補修工他

飛騨 高山市 建設課 市道旅行村線道路新設工事
高山市上岡本町地
内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ９ヶ月
道路新設L=240.0m　W=11.0m　土工一式、法枠工一式、側
溝工L=275.0m、排水工L=150.0m、函渠工17.0ｍ、車道舗装
工A=515㎡他

飛騨 高山市 建設課 市道中切５８号線道路改良工事 高山市中切町地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ７ヶ月
道路拡幅L=120.0m　W=5.0m　土工一式、L型擁壁工
L=16.0m、側溝工L=226.0m、函渠工L=8.0m、車道舗装工
A=620.0㎡
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【飛騨地区の発注見通し】

※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

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨 高山市 建設課 （仮）市道旭ケ丘線道路新設工事
高山市旭ケ丘町地
内他

指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ４ヶ月
道路新設L=28.2m　W=5.0m　車道舗装工A=119㎡　側溝工
L=25.0m　土留柵工L=14.0m他

飛騨 高山市 建設課
都市計画道路松之木千島線（千島工区）道路改良工
事

高山市千島町地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ７ヶ月
道路改良L=45.0m　W=12～15m　土工一式、側溝工
L=45.0m、防護柵工L=23.0m、付帯工1式

飛騨 高山市 建設課
都市計画道路松之木千島線（松之木～江名子工区）
函渠工新設工事

高山市松之木町地
内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 １７ヶ月
函渠工L=12.33m　B=6.5m　H=5.3m
路体盛土工一式

飛騨 高山市 建設課
都市計画道路松之木千島線（松之木～江名子工区）
下部工（Ａ１橋台）新設工事

高山市松之木町地
内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ９ヶ月 橋梁下部工（逆Ｔ式橋台）W=15.4m　H=10.0m　土工一式

飛騨 高山市 消防総務課 久々野町小屋名地内防火水槽撤去工事
高山市久々野町小
屋名地内

指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ３ヶ月 防火水槽撤去N=1基　側溝復旧L=10m　集水升N=3基

飛騨 高山市 都市計画課 市道上一之町花里線電線共同溝（2‐2工区）工事
高山市有楽町ほか
地内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ８ヶ月 電線共同溝　L=130m

飛騨 高山市 都市計画課 赤保木公園遊具新設工事
高山市赤保木町地
内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ７ヶ月 複合遊具設置工事　一式

飛騨 高山市 農務課
県道町方高山線（橋場橋架替）に伴う用水管添架工
事

高山市丹生川町町
方地内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 ５ヶ月 SGP250A添架管L=23m

飛騨 高山市 維持課 市道八日町15号線側溝修繕工事 高山市八日町地内 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ４ヶ月 側溝工（VS500*500）L=50m

飛騨 高山市 維持課 市道越後西之一色1号線側溝修繕工事 高山市千島町地内 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ４ヶ月 側溝工（VS500*800）L=50m

飛騨 高山市 維持課 河川整備（花里町水路）工事
高山市花里町2丁目
地内

指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ３ヶ月 水路工（PU1-450*450）L=70m

飛騨 高山市 維持課 河川整備（西谷川）工事
高山市丹生川町小
野地内

指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ４ヶ月 Ｕ型カルバートL=30m

飛騨 高山市 維持課 河川整備（岩野川）工事
高山市清見町牧ケ
洞地内

指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ５ヶ月 護岸工（ブロック積工）L=20m　A=70㎡

飛騨 高山市 維持課 野添・洞線道路修繕工事
高山市一之宮町清
水地内

指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ６ヶ月 L型擁壁工　L=30m

飛騨 高山市 維持課 河川整備（西洞川）工事
高山市朝日町西洞
地内

指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ３ヶ月 護岸工（ブロック積）L=20m A=100㎡

飛騨 高山市 維持課 市道東門前線側溝修繕工事
高山市国府町東門
前地内

指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ４ヶ月 側溝工（PU3-400B）L=60m

飛騨 高山市 維持課 市道砂場線側溝修繕工事
高山市国府町宇津
江地内

指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ４ヶ月 側溝工（VU3-300A）L=80m

飛騨 高山市 維持課 河川整備（洞谷川）工事
高山市上宝町見座
地内

指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ４ヶ月 水路嵩上工　L=30.0ｍ

飛騨 高山市 下水道課 公共マンホール蓋替工事（１工区） 高山市内一円 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ４ヶ月 マンホール蓋交換　N=50枚

飛騨 高山市 下水道課 公共マンホール蓋替工事（２工区） 高山市内一円 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ４ヶ月 マンホール蓋交換　N=40枚

飛騨 高山市 維持課 河川浚渫（阿矢谷川）工事
高山市石浦町9丁目
地内他

指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ５ヶ月 浚渫工　V=500m3

飛騨 高山市 維持課 河川浚渫（前原谷川）工事
高山市前原町地内
他

一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ６ヶ月 浚渫工　V=2000m3

飛騨 高山市 維持課 河川浚渫（溝上谷川）工事
高山市久々野町無
数河地内

一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ６ヶ月 浚渫工　V=1000m3

飛騨 高山市 維持課 河川浚渫（小日和田川）工事
高山市高根町小日
和田地内

指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 ６ヶ月 浚渫工　V=600m3

飛騨 高山市 観光課 飛騨民俗村旧新井家住宅改修工事
高山市上岡本町1丁
目地内

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 １０ヶ月 県指定重要文化財建造物の榑葺屋根、垂木などの修繕

飛騨 高山市 教育総務課 北小学校プール改修工事
高山市桐生町2丁目
地内

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 ９ヶ月 プール改修　一式

飛騨 高山市 維持課 市道中尾線道路融雪装置建屋設置工事
高山市奥飛騨温泉
郷中尾地内

指名競争入札 建築一式工事 第１四半期 ８ヶ月 融雪設備の建屋設置　一式

飛騨 高山市 農務課 高山市公設地方卸売市場新築工事（建築） 高山市問屋町地内 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 １８ヶ月 鉄骨造2階建て4,187㎡

飛騨 高山市 文化財課
高山祭屋台保存修理工事（仙人台構造外装修理
他）

高山市下三之町地
内　外

随意契約 建築一式工事 第１四半期 １０ヶ月

国指定重要有形民俗文化財高山祭屋台保存修理
・仙人台　　構造外装修理
・恵比須台　構造外装修理
・崑崗台　　人形修理

飛騨 高山市 文化財課 高山祭屋台防災施設（三番叟屋台蔵）修理工事
高山市上一之町地
内

指名競争入札 建築一式工事 第１四半期 １０ヶ月
国指定重要有形民俗文化財高山祭屋台の防災施設（三番
叟屋台蔵）修理
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令和5年5月15日現在

【飛騨地区の発注見通し】

※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

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨 高山市 医療課 南高山地域医療センター新築工事（建築）
高山市久々野町無
数河地内

一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 １８ヶ月 木造２階建て（一部S造）790㎡

飛騨 高山市 教育総務課 東小学校外構フェンス改修工事
高山市松之木町地
内

指名競争入札 建築一式工事 第２四半期 ３ヶ月 フェンス改修（取替）　一式

飛騨 高山市 教育総務課 荘川義務教育学校整備工事（建築）
高山市荘川町新渕
地内

一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 １８ヶ月
校舎長寿命化改修、校舎不足分・保育園・給食センター増
築、屋内運動場改築にかかる建築工事　一式

飛騨 高山市 教育総務課 清見小学校屋内運動場ガラス飛散防止工事
高山市清見町三日
町地内

指名競争入札 建築一式工事 第２四半期 ２ヶ月 ガラス飛散防止フィルム貼付　一式

飛騨 高山市 教育総務課 日枝中学校屋内運動場バスケットゴール設置工事
高山市森下町1丁目
地内

指名競争入札 建築一式工事 第２四半期 ３ヶ月 バスケットゴール設置　一式

飛騨 高山市 消防総務課 朝日支団小瀬立岩班団車庫建設工事
高山市朝日町小瀬
地内

一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 ６ヶ月 既存団車庫の解体、新団車庫の建設

飛騨 高山市 都市計画課 城山公園（二之丸）公衆便所建築工事 高山市城山地内 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 ７ヶ月 木造平屋　A=50㎡

飛騨 高山市 スポーツ推進課 大八グラウンドサッカー場整備工事
高山市漆垣内町地
内

一般競争入札 建築一式工事 第３四半期 １０ヶ月 クラブハウスの新築工事、グラウンド人工芝工事ほか

飛騨 高山市 上水道課 片野浄水場建築工事
高山市片野町1丁目
地内他

一般競争入札 建築一式工事 第３四半期 １２ヶ月
ＲＣ造　地下1階　地上1階
延床面積　357.48㎡

飛騨 高山市
契約管財課

医療課
高根多目的センター新築工事（建築）

高山市高根町上ケ
洞地内

一般競争入札 建築一式工事 第３四半期 １８ヶ月
多目的センター　木造平屋建て　延べ床面積　999.15㎡
ほか

飛騨 高山市 観光課 飛騨高山スキー場　林間コース法面修繕工事 高山市岩井町地内 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第２四半期 ５ヶ月 コンクリート吹付工　200㎡

飛騨 高山市 維持課 県単急傾斜地（下ミセノ地区）崩壊対策工事
高山市松之木町地
内

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第２四半期 ７ヶ月 施工延長L=33m　法枠工A=177㎡

飛騨 高山市 維持課 市道牛丸そふ谷線（そふ谷つり橋）橋りょう撤去工事
高山市荘川町牛丸
地内

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第２四半期 ９ヶ月 撤去工（L=89.7m w=1.5m）上部工撤去1式　下部工撤去1式

飛騨 高山市 維持課 市道寺附線道路修繕工事
高山市朝日町浅井
地内

指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第２四半期 ４ヶ月 落石防護工（ロープネット） L=10m A=100㎡

飛騨 高山市 森林政策課 林道改良工事（双六～瀬戸線）
高山市上宝町金木
戸地内

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第２四半期 ６ヶ月

植生基材吹付工　A=355㎡
コンクリート吹付工　A=150㎡

飛騨 高山市 文化財課 飛騨民俗村収蔵庫屋根修繕工事
高山市西之一色町3
丁目地内

指名競争入札 屋根工事 第１四半期 ３ヶ月 軒先下地、瓦張替

飛騨 高山市 教育総務課 江名子小・岩滝小学校屋内運動場照明ＬＥＤ改修工事
高山市江名子町・岩
井町地内

一般競争入札 電気工事 第１四半期 ６ヶ月 照明LED改修　一式

飛騨 高山市 教育総務課 三枝小・国府中学校屋内運動場照明ＬＥＤ改修工事
高山市中切町・国府
町三日町地内

一般競争入札 電気工事 第１四半期 ６ヶ月 照明LED改修　一式

飛騨 高山市 教育総務課 新宮小学校屋内運動場照明ＬＥＤ改修工事 高山市新宮町地内 指名競争入札 電気工事 第１四半期 ３ヶ月 照明LED改修　一式

飛騨 高山市 教育総務課 日枝中学校屋内運動場照明ＬＥＤ改修工事
高山市森下町1丁目
地内

指名競争入札 電気工事 第１四半期 ３ヶ月 照明LED改修　一式

飛騨 高山市 教育総務課 中山中学校屋内運動場照明ＬＥＤ改修工事
高山市下岡本町地
内

一般競争入札 電気工事 第１四半期 ４ヶ月 照明LED改修　一式

飛騨 高山市 高年介護課
高山市山王福祉センター冷温水機電気操作盤取替工
事

高山市森下町1丁目
地内

指名競争入札 電気工事 第１四半期 １０ヶ月
冷温水機(CH-2)電気操作盤取替
一式

飛騨 高山市 生涯学習課 一之宮公民館PCB混入受電設備改修工事
高山市一之宮町野
添地内

指名競争入札 電気工事 第１四半期 １０ヶ月 トランス2台、コンデンサ1台　取替

飛騨 高山市 商工振興課 道の駅ななもり清見高圧変圧器取替工事
高山市清見町牧ケ
洞地内

指名競争入札 電気工事 第１四半期 ２ヶ月 高圧変圧器取替工事

飛騨 高山市 維持課 かじ橋駐車場ゲートシステム改修工事
高山市本町3丁目地
内

一般競争入札 電気工事 第１四半期 １２ヶ月 ゲートシステム改修工事　一式

飛騨 高山市 消防総務課 高山消防署非常灯設備取替修繕
高山市桐生町3丁目
地内

指名競争入札 電気工事 第１四半期 ８ヶ月 既存設備の取替

飛騨 高山市 上水道課 城山配水池他非常用発電機用切替開閉器修繕 高山市城山地内他 指名競争入札 電気工事 第１四半期 １０ヶ月 切替開閉器　8台

飛騨 高山市 農務課 高山市公設地方卸売市場新築工事（電気） 高山市問屋町地内 一般競争入札 電気工事 第１四半期 １８ヶ月 鉄骨造2階建て4,187㎡

飛騨 高山市 契約管財課 高山市役所無停電電源装置更新工事 高山市花岡町地内 一般競争入札 電気工事 第１四半期 ８ヶ月 無停電電源装置、入出力盤、蓄電池、仮設分電盤他

飛騨 高山市
ごみ処理場建設推進

課
資源リサイクルセンター第二次浸出水処理施設電線
配線工事

高山市三福寺町地
内

指名競争入札 電気工事 第１四半期 ８ヶ月 電線の配線ルート変更　L=50ｍ
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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5年5月15日現在

【飛騨地区の発注見通し】

※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

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨 高山市 契約管財課 高山市保健センター1、2階照明LED化改修工事 高山市花岡町地内 一般競争入札 電気工事 第２四半期 ６ヶ月 照明LED化工事一式

飛騨 高山市 スポーツ推進課 飛騨高山ビッグアリーナ照明LED化工事 高山市中山町地内 一般競争入札 電気工事 第２四半期 １０ヶ月 水銀灯ランプの製造中止に伴う照明LED化工事

飛騨 高山市 スポーツ推進課 御嶽トレーニングセンター照明LED化工事
高山市高根町日和
田地内

指名競争入札 電気工事 第２四半期 ７ヶ月 水銀灯ランプの製造中止に伴う照明LED化工事

飛騨 高山市 スポーツ推進課 丹生川体育館照明LED化工事
高山市丹生川町町
方地内

指名競争入札 電気工事 第２四半期 ７ヶ月 水銀灯ランプの製造中止に伴う照明LED化工事

飛騨 高山市 スポーツ推進課 清見B&G海洋センター体育館照明LED化工事
高山市清見町三日
町地内

一般競争入札 電気工事 第２四半期 ７ヶ月 水銀灯ランプの製造中止に伴う照明LED化工事

飛騨 高山市 スポーツ推進課 国府B&G海洋センター体育館照明LED化工事
高山市国府町広瀬
町地内

一般競争入札 電気工事 第２四半期 ７ヶ月 水銀灯ランプの製造中止に伴う照明LED化工事

飛騨 高山市 スポーツ推進課 荘川体育館ほか照明LED化工事
高山市荘川町、久々
野町、高根町、漆垣
内地内

一般競争入札 電気工事 第２四半期 ７ヶ月 水銀灯ランプの製造中止に伴う照明LED化工事

飛騨 高山市 スポーツ推進課 清見B&G海洋センター高圧設備改修工事
高山市清見町三日
町地内

指名競争入札 電気工事 第２四半期 ５ヶ月 高圧引き込み制御装置（SOG）取り換え

飛騨 高山市 都市計画課 市道上一之町花里線外灯修景（2工区）工事
高山市有楽町ほか
地内

一般競争入札 電気工事 第３四半期 ６ヶ月 外灯設置　N=12基

飛騨 高山市 医療課 南高山地域医療センター新築工事（電気）
高山市久々野町無
数河地内

一般競争入札 電気工事 第２四半期 １８ヶ月 木造２階建て（一部S造）790㎡

飛騨 高山市 教育総務課 西小学校屋内運動場照明ＬＥＤ改修工事 高山市総和町地内 指名競争入札 電気工事 第２四半期 ３ヶ月 照明LED改修　一式

飛騨 高山市 教育総務課 荘川義務教育学校整備工事（電気）
高山市荘川町新渕
地内

一般競争入札 電気工事 第２四半期 １８ヶ月
校舎長寿命化改修、校舎不足分・保育園・給食センター増
築、屋内運動場改築にかかる電気工事　一式

飛騨 高山市
契約管財課

医療課
高根多目的センター新築工事（電気）

高山市高根町上ケ
洞地内

一般競争入札 電気工事 第３四半期 １８ヶ月
多目的センター　木造平屋建て　延べ床面積　999.15㎡
ほか

飛騨 高山市 教育総務課 本郷教員住宅202号浴室改修工事
高山市上宝町本郷
地内

指名競争入札 管工事 第１四半期 ３ヶ月 浴室改修（ユニットバスに取替）　一式

飛騨 高山市 高年介護課
高山市上宝老人デイサービスセンター給湯機器等更
新工事

高山市上宝町在家
地内

一般競争入札 管工事 第１四半期 ６ヶ月
給湯器及び加圧給水ポンプ更新
一式

飛騨 高山市 生涯学習課 高山市民文化会館加圧給水ポンプユニット改修工事
高山市昭和町1丁目
地内

一般競争入札 管工事 第１四半期 ７ヶ月 高山市民文化会館加圧給水ポンプユニット改修　1式

飛騨 高山市 契約管財課 一之宮支所庁舎油配管布設工事
高山市一之宮町野
添地内

指名競争入札 管工事 第１四半期 ３ヶ月 油配管布設・側溝布設・タンク加工一式

飛騨 高山市 契約管財課 朝日支所空調設備改修工事
高山市朝日町万石
地内

指名競争入札 管工事 第１四半期 ２ヶ月
2階図書室（KHP-3系統）　室外機新規設置2台、室内機取
替修繕2台

飛騨 高山市 農務課 高山市公設地方卸売市場新築工事（機械） 高山市問屋町地内 一般競争入札 管工事 第１四半期 １８ヶ月 鉄骨造2階建て4,187㎡

飛騨 高山市 観光課
みぼろ湖オートキャンプサイトポンプ室給水加圧ポン
プ更新工事

高山市荘川町中野
地内

指名競争入札 管工事 第１四半期 ８ヶ月 給水ポンプ更新　1基

飛騨 高山市 医療課 南高山地域医療センター新築工事（機械）
高山市久々野町無
数河地内

一般競争入札 管工事 第２四半期 １８ヶ月 木造２階建て（一部S造）790㎡

飛騨 高山市 教育総務課 荘川義務教育学校整備工事（機械）
高山市荘川町新渕
地内

一般競争入札 管工事 第２四半期 １８ヶ月
校舎長寿命化改修、校舎不足分・保育園・給食センター増
築、屋内運動場改築にかかる機械設備工事　一式

飛騨 高山市 教育総務課 中山中学校手洗い設備増設工事
高山市下岡本町地
内

指名競争入札 管工事 第２四半期 ３ヶ月 手洗い設備・配管増設　一式

飛騨 高山市 建築住宅課 赤保木団地汚水管改修工事
高山市赤保木町地
内

一般競争入札 管工事 第２四半期 ７ヶ月 老朽化した汚水管の改修

飛騨 高山市 子育て支援課 久々野保育園空調設備改修工事
高山市久々野町無
数河地内

一般競争入札 管工事 第２四半期 ６ヶ月
空調設備取替一式
室外機3台、室内機9台

飛騨 高山市 観光課 桜香の湯浴槽ろ過装置ろ過材入替工事
高山市荘川町猿丸
地内

指名競争入札 管工事 第２四半期 ８ヶ月 浴槽ろ過装置 ろ過材入替、内面FRPライニング　1式

飛騨 高山市 観光課 しぶきの湯遊湯館 真空式温水機更新工事
高山市国府町宇津
江地内

一般競争入札 管工事 第２四半期 ８ヶ月 真空式温水機更新工事（2基）N=1式

飛騨 高山市 商工振興課 ウッド・フォーラム飛騨館内トイレ修繕工事
高山市清見町三日
町地内

指名競争入札 管工事 第２四半期 ２ヶ月 館内トイレの洋式化工事

飛騨 高山市
契約管財課

医療課
高根多目的センター新築工事（機械）

高山市高根町上ケ
洞地内

一般競争入札 管工事 第３四半期 １８ヶ月
多目的センター　木造平屋建て　延べ床面積　999.15㎡
ほか

飛騨 高山市 観光課 飛騨高山キャンプ場　コインシャワー改修工事 高山市岩井町地内 指名競争入札 管工事 第３四半期 ５ヶ月 ユニットシャワー設置、付帯工事
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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5年5月15日現在

【飛騨地区の発注見通し】

※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

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨 高山市 火葬場建設推進課
高山火葬場２号炉耐火材巻替及び台車車輪取替等工
事

高山市西洞町地内 随意契約
タイル・れんが・ブ

ロック工事
第１四半期 ２ヶ月

人体炉内の耐火材巻替、台車の車輪取替、再燃炉内ﾁｪｯ
ｶｰ設置、動物炉再燃炉ﾊﾞﾅｰﾓｰﾀｰ取替

飛騨 高山市 観光課 新穂高第3駐車場進入路舗装修繕工事
高山市奥飛騨温泉
郷神坂地内

指名競争入札 ほ装工事 第１四半期 ２ヶ月 舗装工　A=1,250㎡

飛騨 高山市 維持課 市道西町八軒町1号線舗装修繕工事 高山市西町地内 指名競争入札 ほ装工事 第１四半期 ３ヶ月 舗装工（カラー舗装）L=120m A=190㎡

飛騨 高山市 維持課 市道天満桐生線歩行空間舗装修繕工事
高山市初田町3丁目
地内

指名競争入札 ほ装工事 第１四半期 ４ヶ月 舗装工（打替え）L=280m A=230㎡

飛騨 高山市 維持課 市道若達花岡線歩行空間舗装修繕工事 高山市八幡町地内 一般競争入札 ほ装工事 第１四半期 ４ヶ月 舗装工（打替え）L=220m A=300㎡

飛騨 高山市 維持課 市道本町花岡線歩行空間舗装修繕工事
高山市花岡町2丁目
地内

一般競争入札 ほ装工事 第１四半期 ４ヶ月 舗装工（打替え）L=460m A=460㎡

飛騨 高山市 維持課 市道黒谷明宝線舗装修繕工事（その２）
高山市荘川町寺河
戸地内

指名競争入札 ほ装工事 第１四半期 ３ヶ月 舗装工（打替え）及び暗渠排水工　　L=60m　A=300㎡

飛騨 高山市 農務課 農道滝町11号線舗装修繕工事 高山市滝町地内 指名競争入札 ほ装工事 第１四半期 ３ヶ月 舗装打替　L=200ｍ、A=700㎡

飛騨 高山市 観光課 文学散歩道整備工事
高山市西之一色町3
丁目地内

一般競争入札 ほ装工事 第１四半期 １０ヶ月 土工、舗装工A=400㎡、舗装景観工A=800㎡、排水工等

飛騨 高山市 森林政策課 林道宮谷～明ヶ谷線舗装新設工事
高山市国府町宮地
地内

一般競争入札 ほ装工事 第２四半期 ６ヶ月 舗装工　A=2,070㎡

飛騨 高山市 維持課 市道天満上岡本線舗装修繕工事
高山市西之一色町1
丁目地内

一般競争入札 ほ装工事 第３四半期 ４ヶ月 舗装工（打替え）L=230m A=1450㎡

飛騨 高山市 維持課 道路案内標識修繕工事
高山市高山地域一
円

一般競争入札 塗装工事 第２四半期 ９ヶ月 道路案内標識修繕工事（N=17箇所）

飛騨 高山市 火葬場建設推進課 久々野火葬場屋根防水及び外壁改修工事
高山市久々野町無
数河地内

一般競争入札 防水工事 第２四半期 ６ヶ月
屋根防水改修工事　1式
外壁改修工事　1式

飛騨 高山市 観光課 飛騨高山スキー場　第１ペアリフト整備工事 高山市岩井町地内 随意契約
機械器具設置工

事
第１四半期 ６ヶ月 線路金物更新（圧索フレーム、脱輪受、回り止め板）

飛騨 高山市 観光課 飛騨高山スキー場　第１ペアリフト搬器改修工事 高山市岩井町地内 随意契約
機械器具設置工

事
第１四半期 ５ヶ月 搬器N=89基

飛騨 高山市 下水道課 公共大新町地内中継施設更新工事
高山市大新町5丁目
地内

指名競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 ９ヶ月

制御盤更新　N=1基
水位計更新　N=1基

飛騨 高山市 下水道課 公共中切町地内中継施設更新工事 高山市中切町地内 指名競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 ９ヶ月

ポンプ更新　N=1基
ダストキャッチャー設置　N=1基

飛騨 高山市 下水道課 公共石浦町地内中継施設更新工事
高山市石浦町2丁目
地内

指名競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 ９ヶ月 ポンプ更新　N=1基

飛騨 高山市 下水道課 公共松之木町地内中継施設更新工事
高山市松之木町地
内

指名競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 ９ヶ月 ポンプ更新　N=1基

飛騨 高山市 下水道課 処理区統合中継施設設置工事
高山市久々野町無
数河地内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 ９ヶ月

ポンプ設置　N=2基
制御盤設置　N=1基

飛騨 高山市 下水道課 特環久々野処理区中継施設更新工事
高山市久々野町無
数河地内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 ９ヶ月

ポンプ更新　N=2基
制御盤更新　N=1基

飛騨 高山市 下水道課 特環国府処理区中継施設更新工事
高山市国府町山本
地内

指名競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 ９ヶ月 ポンプ更新　N=1基

飛騨 高山市 下水道課 特環新平湯浄化センター汚水流量計更新工事
高山市奥飛騨温泉
郷村上地内

指名競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 ６ヶ月 汚水流量計更新　N=1基

飛騨 高山市 下水道課 特環 宇津江浄化センターばっ気装置修繕
高山市国府町宇津
江地内

随意契約
機械器具設置工

事
第１四半期 ８ヶ月 ばっ気装置No.3修繕　1式

飛騨 高山市 下水道課 久々野衛生センター薬品貯留タンク更新工事
高山市久々野町久
須母地内

随意契約
機械器具設置工

事
第１四半期 ８ヶ月

薬品タンク、薬注ポンプ、ブロワ更新　1式　　仮設工　1式
防液堤修繕　1式

飛騨 高山市 下水道課 下水道センター汚泥処理設備長寿命化工事 高山市冬頭町地内 指名競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 ８ヶ月 脱水汚泥移送コンベア更新　N=1式

飛騨 高山市 下水道課 特環久々野浄化センター機械設備更新工事
高山市久々野町
久々野地内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 ６ヶ月 曝気装置更新　N=1基

飛騨 高山市 下水道課 特環宇津江浄化センター流入ポンプ更新工事
高山市国府町宇津
江地内

指名競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 ６ヶ月 流入ポンプ更新　N=1基

飛騨 高山市 下水道課 特環宇津江浄化センター破砕機更新工事
高山市国府町宇津
江地内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 ６ヶ月 破砕機更新　N=1基

飛騨 高山市 下水道課 特環平湯浄化センター自動除渣希釈設備設置工事
高山市奥飛騨温泉
郷平湯地内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 ６ヶ月 自動除渣希釈設備設置　N=1基
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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5年5月15日現在

【飛騨地区の発注見通し】

※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

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨 高山市 下水道課 特環新平湯浄化センター機械設備更新工事
高山市奥飛騨温泉
郷村上地内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 ６ヶ月 自動スクリーン更新　N=1基

飛騨 高山市 下水道課 特環栃尾浄化センター機械設備更新工事
高山市奥飛騨温泉
郷笹嶋地内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 ６ヶ月 汚泥引抜ポンプ更新　N=1基

飛騨 高山市 下水道課
農集丹生川中央処理施設非常用エンジンポンプ更新
工事

高山市丹生川町町
方地内

指名競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 ６ヶ月 非常用エンジンポンプ更新　N=1基

飛騨 高山市 下水道課
農集丹生川中央処理施設流量調整槽水位計更新工
事

高山市丹生川町町
方地内

指名競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 ６ヶ月 流量調整槽水位計更新　N=1基

飛騨 高山市 下水道課 農集秋神処理施設機械設備更新工事
高山市朝日町一之
宿地内

指名競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 ６ヶ月 破砕機更新　N=1基

飛騨 高山市 下水道課 農集名張処理施設機械設備更新工事
高山市国府町名張
地内

指名競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 ６ヶ月 自動荒目スクリーン更新　N=1基　ほか

飛騨 高山市 下水道課 農集柳島処理施設機械設備更新工事
高山市久々野町柳
島地内

指名競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 ６ヶ月

ＵＶ計更新　N=1基
散水ポンプ更新　N=1基

飛騨 高山市 農務課 高山荒神洞団地揚水機場ポンプ整備補修工事
高山市江名子町地
内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 ８ヶ月 揚水ポンプ更新　N=1基

飛騨 高山市 農務課 大萱揚水機場ポンプ整備補修工事
高山市丹生川町折
敷地地内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 ８ヶ月 揚水ポンプ更新　N=1基

飛騨 高山市 維持課 かじ橋駐車場機械部品改修工事
高山市本町3丁目地
内

随意契約
機械器具設置工

事
第４四半期 ３ヶ月 機械部品取替工事　一式

飛騨 高山市 環境政策課 五色ヶ原の森　無線設備更新工事
高山市丹生川町久
手地内

指名競争入札 電気通信工事 第１四半期 ６ヶ月 機器入替、基地局工事　ほか

飛騨 高山市 危機管理課 防災行政無線屋外子局移設工事
高山市清見町牧ヶ
洞地内

随意契約 電気通信工事 第１四半期 ８ヶ月 子局の移設　1基

飛騨 高山市 危機管理課 防災行政無線屋外子局バッテリー交換 高山市内一円 指名競争入札 電気通信工事 第１四半期 ８ヶ月 子局のバッテリー交換　50基

飛騨 高山市 上水道課 水道施設監視システム更新工事（上宝地区）
高山市上宝町本郷
地内他

一般競争入札 電気通信工事 第１四半期 １０ヶ月 Web監視システム整備 6施設

飛騨 高山市 文化財課 臥竜のサクラ樹勢回復処置工事
高山市一之宮町
亀ヶ平地内

指名競争入札 造園工事 第１四半期 １０ヶ月 国指定天然記念物「臥竜のサクラ」の樹勢回復処置

飛騨 高山市 上水道課 下切取水場除塵機修繕 高山市下切町地内 指名競争入札 水道施設工事 第１四半期 １０ヶ月 除塵機修繕　1式

飛騨 高山市 上水道課 上野浄水場急速ろ過材補充修繕 高山市下切町地内 一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 １０ヶ月 ろ過材補充　1式

飛騨 高山市 上水道課 本郷浄水場他緩速ろ過砂補充修繕
高山市上宝町本郷・
長倉地内

指名競争入札 水道施設工事 第１四半期 １０ヶ月 ろ過砂補充　1式

飛騨 高山市 上水道課 下切取水場制御盤移設工事 高山市下切町地内 一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 １０ヶ月 制御盤・計装盤　1式

飛騨 高山市 上水道課 中山取水場取水施設更新工事
高山市上宝町中山
地内

指名競争入札 水道施設工事 第１四半期 １０ヶ月 ウォータースクリーン　1式

飛騨 高山市 上水道課 栃尾水源地取水ポンプ更新工事
高山市奥飛騨温泉
郷栃尾地内

指名競争入札 水道施設工事 第１四半期 １０ヶ月 ポンプ　1台

飛騨 高山市 上水道課 蔵柱浄水場制御盤等更新工事
高山市上宝町蔵柱
地内

一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 １０ヶ月 制御盤・計装盤　1式

飛騨 高山市 上水道課 上野浄水場表洗ポンプ他更新工事 高山市下切町地内 指名競争入札 水道施設工事 第１四半期 １０ヶ月 ポンプ　2台

飛騨 高山市 上水道課 上野浄水場監視装置更新工事 高山市下切町地内 一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 １０ヶ月 ワンループコントローラー　1式

飛騨 高山市 上水道課
都市計画道路松之木千島線道路改良（松之木町）に
伴う配水管布設替工事

高山市松之木町地
内

指名競争入札 水道施設工事 第１四半期 １０ヶ月 φ100HPPE　L=55ｍ

飛騨 高山市 上水道課
市道上一之町花里線（2-2工区）電線共同溝設置に伴
う配水管布設替工事

高山市相生町地内
他

一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 １０ヶ月 φ100HPPE　L=240ｍ

飛騨 高山市 上水道課 県道町方高山線道路改良に伴う配水管布設替工事
高山市丹生川町町
方地内

一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 １０ヶ月
φ100HPPE　L=25ｍ
φ100×300A保温管　L=22ｍ

飛騨 高山市 上水道課 街路花里本母線道路改良に伴う配水管布設替工事
高山市花里町6丁目
地内

指名競争入札 水道施設工事 第１四半期 １０ヶ月 φ150DIP（GX）　L=60ｍ

飛騨 高山市 上水道課
県道古川宇津江四十八滝国府線道路改良に伴う配水
管布設替工事

高山市国府町宇津
江地内

一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 １０ヶ月
φ100HPPE　L=150ｍ
φ100×300A保温管　L=20ｍ

飛騨 高山市 農務課 問屋町配水管敷設替工事 高山市問屋町地内 指名競争入札 水道施設工事 第１四半期 ４ヶ月
仮設配水管設置工事
（HPPE L=180.1m、GP L=12.7）
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令和5年5月15日現在

【飛騨地区の発注見通し】

※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

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨 高山市 上水道課
都市計画道路松之木千島線道路改良（千島町）に伴
う配水管布設替工事

高山市千島町地内 指名競争入札 水道施設工事 第２四半期 ８ヶ月 φ200DIP（GX）　L=30ｍ

飛騨 高山市 上水道課 市道旅行村線道路新設に伴う配水管布設替工事
高山市上岡本町地
内

指名競争入札 水道施設工事 第２四半期 ８ヶ月 φ100HPPE　L=40ｍ

飛騨 高山市 上水道課 市道中切58号線道路拡幅に伴う配水管布設替工事 高山市中切町地内 一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 ８ヶ月
φ100HPPE　L=240ｍ
φ75HPPE　L=90ｍ

飛騨 高山市 上水道課
県道岩井高山停車場線無電柱化整備に伴う配水管布
設替工事

高山市上一之町地
内他

一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 ８ヶ月
φ150HPPE　L=100ｍ
φ75HPPE　L=100ｍ

飛騨 高山市 上水道課 苔川河川改修に伴う配水管布設替工事
高山市西之一色町1
丁目地内他

一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 ８ヶ月
φ50HPPE　L=35ｍ
φ50保温管　L=13ｍ

飛騨 高山市 上水道課 国道158号新渕地内配水管布設替工事
高山市荘川町新渕
地内

一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 ８ヶ月
φ100HPPE　L=110ｍ
φ75HPPE　L=80ｍ　φ50HPPE　L=110ｍ

飛騨 高山市 上水道課 八幡町位置指定道路配水管布設替工事 高山市八幡町地内 指名競争入札 水道施設工事 第２四半期 ５ヶ月 φ50HPPE　L=50ｍ

飛騨 高山市 上水道課 市道神田花岡線配水管布設替工事
高山市神田町2丁目
地内他

一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 ６ヶ月
φ100HPPE　L=10ｍ
φ50HPPE　L=140ｍ　φ25HPPE　L=15ｍ

飛騨 高山市 上水道課 市道村上柏当線配水管布設替工事
高山市奥飛騨温泉
郷村上地内

一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 ７ヶ月
φ75HPPE　L=190ｍ
φ25HPPE　L=100ｍ

飛騨 高山市 上水道課 市道下三之町大新町線配水管布設替（その１）工事
高山市大新町3･4丁
目地内

一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 ８ヶ月 φ100HPPE　L=214ｍ

飛騨 高山市 上水道課 市道下三之町大新町線配水管布設替（その２）工事
高山市大新町1･2丁
目地内

一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 ８ヶ月 φ100HPPE　L=260ｍ

飛騨 高山市 上水道課
松倉配水区　基幹管路（市道民俗村線）耐震化整備
工事

高山市西之一色町3
丁目地内

一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 ９ヶ月
φ250DIP（GX）　L=295ｍ
φ200DIP（GX）　L=295ｍ

飛騨 高山市 上水道課
錦山配水区　基幹管路（市道松之木合崎線）耐震化
整備（その１）工事

高山市三福寺町地
内

一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 ９ヶ月
φ350DIP（GX）　L=127ｍ
φ300DIP（GX）　L=13ｍ
φ200DIP（GX）　L=97ｍ

飛騨 高山市 上水道課
錦山配水区　基幹管路（市道松之木合崎線）耐震化
整備（その２）工事

高山市三福寺町地
内

一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 ９ヶ月
φ250DIP（GX）　L=439ｍ
φ200DIP（GX）　L=97ｍ

飛騨 高山市 上水道課 片野浄水場機械設備工事
高山市片野町1丁目
地内他

一般競争入札 水道施設工事 第３四半期 ２１ヶ月
φ600DIP-NS
ＵＶ処理装置　N=2台ほか

飛騨 高山市 教育総務課 西小学校校舎４階救助袋取替工事 高山市総和町地内 指名競争入札 消防施設工事 第１四半期 ３ヶ月 救助袋取替　一式

飛騨 高山市 観光課 飛騨舟山スノーリゾートアルコピア施設解体工事
高山市久々野町無
数河地内

一般競争入札 解体工事 第１四半期 ８ヶ月 第1ｼﾝｸﾞﾙﾘﾌﾄ、第2ｼﾝｸﾞﾙﾘﾌﾄ、第2ﾍﾟｱﾘﾌﾄ解体工事

飛騨 高山市 契約管財課 旧笠山荘解体工事
高山市奥飛騨温泉
郷神坂地内

一般競争入札 解体工事 第１四半期 １０ヶ月 旧笠山荘解体撤去工事一式

飛騨 高山市 森林政策課 分収林間伐工事（荘川地域）
高山市荘川町黒谷
地内

指名競争入札 森林整備 第１四半期 ５ヶ月 間伐　A=28.00ha

飛騨 高山市 森林政策課 市有林整備工事（一之宮地区）
高山市一之宮町岩
タケ地内

指名競争入札 森林整備 第２四半期 ７ヶ月 除伐　A=18ha

飛騨 高山市 森林政策課 市有林間伐工事（一之宮地域）
高山市一之宮町蔵
柱地内

指名競争入札 森林整備 第２四半期 ５ヶ月 間伐　A=10.24ha

飛騨 高山市 森林政策課 観光景観林整備事業(第1期工事）
高山市清見町楢谷
地内

指名競争入札 森林整備 第２四半期 ５ヶ月 森林整備事業　5.20ha

飛騨 高山市 森林政策課 観光景観林整備事業(第2期工事）
高山市清見町大原
地内

指名競争入札 森林整備 第２四半期 ５ヶ月 森林整備事業　8.76ha

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所 令和５年度　高山国道管内電源設備工事

高山国道事務所管
内

一般競争入札 受変電設備工事 第１四半期 約9ヶ月
発電設備（出張所規模）　１式
屋外用架台　１式
基礎工　１式

【５月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：（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ヶ月】

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所 令和５年度　４１号二ツ屋・東漆山地区防災工事 飛騨市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約10ヶ月

工事延長Ｌ＝４００ｍ
吹付法枠工　１式、アンカー工１式、仮設工　１式、区画線
工　１式、舗装工　１式、

【１月公告】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【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】

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所 令和５年度　４１号東茂住・土地区防災工事 飛騨市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約10ヶ月

工事延長Ｌ＝１４０ｍ
吹付法枠工　１式、アンカー工１式、仮設工　１式、区画線
工　１式、舗装工　１式、

【１月公告】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【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】

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所 令和５年度　４１号神岡地区洞門補修工事 飛騨市 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約9ヶ月

工事延長Ｌ＝１００ｍ
シェッド補修工　１式、現場塗装工　１式、構造物撤去工　１
式、仮設工　１式

【１月公告】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【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】

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所

令和５年度　４１号宮田地区歩道設置工事
下呂市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約9ヶ月

工事延長　Ｌ＝５０ｍ
道路土工１式、プレキヤストＬ型擁壁工１式、重力式擁壁工
１式、ルートパイル工１式、舗装工１式、排水構造物工　１
式、防護柵工　１式、交通管理工１式

【１月公告】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【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】

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所 令和５年度　神岡管内維持修繕工事 飛騨市 一般競争入札 維持修繕工事 第１四半期 約24ヶ月 経常的維持工事

【５月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６８０百
万円未満
その他：（分任官）【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】

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所 令和５年度　岡本地区事故対策工事 高山市 一般競争入札 維持修繕工事 第１四半期 約8ヶ月

工事延長＝１０００ｍ
道路土工　１式、縁石工　１式、防護柵工　１式、区画線工
１式
道路付属施設工　１式、構造物撤去工　１式

【５月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【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】
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【飛騨地区の発注見通し】
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地区別発注見通し一覧

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所 令和５年度　高山国道区画線維持工事 下呂市 飛騨市 一般競争入札 塗装工事 第１四半期 約19ヶ月

工事延長Ｌ＝９０００ｍ
高山国道管内　区画線工１式（ペイント式、溶融式）、仮設
工１式

【５月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万
円未満
その他：（分任官）【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】

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所 令和５年度　４１号名張橋耐震補強工事 高山市 一般競争入札 橋梁補修工事 第２四半期 約19ヶ月

【一般土木系】名張橋　橋脚補強（主に一般土木系　薄層Ｐ
ＣＭ巻立て工　１基）　１式、その他：橋脚付属物（排水補
修）　１式

【６月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【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】

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所 令和５年度　４１号神岡管内洞門補修工事 飛騨市 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約11ヶ月 シェッド補修（横山洞門）

発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【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】

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所 令和５年度　４１号神岡地区コンクリート舗装工事 高山市 一般競争入札

セメント・コンクリー
ト舗装工事

第１四半期 約9ヶ月
工事延長＝５００ｍ
コンクリート舗装工　１式、防護柵工　１式、区画線工　１
式、仮設工　１式

【５月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【施工能力評価型
Ⅰ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】

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所 令和５年度　高山国道管内道路照明設備工事 高山市 一般競争入札 電気設備工事 第１四半期 約9ヶ月 道路照明更新（ＬＥＤ化）　１式

【５月公告予定】
発注規模：３０百万円以上５０百万
円未満
その他：（分任官）【施工能力評価型
Ⅱ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】

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所 令和５年度　高山国道管内トンネル照明設備工事 高山市 一般競争入札 電気設備工事 第１四半期 約18ヶ月

トンネル照明更新（ＬＥＤ化）　１式

発注規模：１２０百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【施工能力評価型
Ⅱ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】

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所 令和５年度　高山国道管内トンネル防災設備工事 高山市 一般競争入札 通信設備工事 第１四半期 約9ヶ月

トンネル防災設備製作工　１式
トンネル防災設備設置工　１式
（防災受信盤　１面、警報表示板　２面、非常電話　１４台、
火災検知器　２６台、配管配線　１式）

【５月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【施工能力評価型
Ⅱ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】

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所

令和５年度　高山国道中部縦貫トンネル換気設備整
備工事

高山市 一般競争入札 機械設備工事 第２四半期 約7ヶ月 ジェットファン分解整備　３台

【５月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：（分任官）【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】

飛騨
国土交通省中部地方

整備局
高山国道事務所

令和５年度　４１号高山国府トンネル換気設備整備工
事

高山市 一般競争入札 機械設備工事 第２四半期 約7ヶ月 ジェットファン分解整備　１台、ジェットファン据付撤去　１台

【５月公告予定】
発注規模：３０百万円未満
その他：（分任官）【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】

飛騨
中日本高速道路株式

会社
金沢支社 東海北陸自動車道（４車線化）　椿原トンネル工事

岐阜県大野郡白川
村

一般競争 土木工事 2023第２四半期 59

東海北陸自動車道　白川郷IC～五箇山IC間（10.1㎞）の４
車線事業において、椿原トンネルおよび加須良橋の下部工
を施工する工事
・延長　　　　約2.5km
・ＴＮ延長　約2.5km
・橋台　　　　１基

50億円以上

飛騨
中日本高速道路株式

会社
金沢支社

東海北陸自動車道（４車線化）　ゾウゾウ橋他１橋（下
部工）工事

岐阜県大野郡白川
村

一般競争 土木工事 2023第３四半期 30

東海北陸自動車道　白川郷IC～五箇山IC間（10.1㎞）の４
車線事業において、ゾウゾウ橋およびシクタナ橋の下部工
を施工する工事
・橋台・橋脚　5基
・仮橋　１式

3億円以上～10億円未満

飛騨
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海北陸自動車道　高山管内舗装補修工事（2023年
度）

岐阜県郡上市
～岐阜県大野郡白
川村

一般競争 舗装工事 2023第３四半期 14

東海北陸自動車道の郡上八幡IC～白川郷IC間において、
土工部および橋梁部の損傷した舗装の補修を行う工事
　・切削オーバレイ工 約4.0万m2
　・床版防水工　約4.5千m2
　・床版補修工　約4.0千L

3.5億円以上～7億円未満

飛騨
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 東海北陸自動車道　白鳥分室改修工事

岐阜県郡上市白鳥
町

公募併用型指名競争
入札方式

建築工事 2023第２四半期 4
高山保全・サービスセンター白鳥分室の執務室を原状回復
するための改修工事
・執務室　改修　100m2

2.5億円未満

飛騨北部
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東海北陸自動車道　高山保全・サービスセンター社屋
空調設備更新工事

岐阜県高山市清見
町

公募併用型指名競争
入札方式

管工事 2023第４四半期 12

高山保全・サービスセンター社屋の空調を更新する工事。
飛騨清見インターチェンジ
・保全・サービスセンター　空調更新　1棟

1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満

飛騨 白川村 基盤整備課 白山林道春期除雪業務 馬狩、飯島地内 指名競争入札 土木一式工事 第一四半期 2ヶ月

飛騨 白川村 基盤整備課
白山林道料金徴収業務・道路維持補修（単価契約）業
務

馬狩、飯島地内 指名競争入札 土木一式工事 第一四半期 11ヶ月

飛騨 白川村 基盤整備課 道の駅白川郷急速充電設備設置工事 飯島地内 指名競争入札 電気工事 第一四半期 10ヶ月

飛騨 白川村 基盤整備課 白川村道 道路維持修繕業務委託(南部地区) 平瀬他地内 指名競争入札 土木一式工事 第一四半期 12ヶ月

飛騨 白川村 基盤整備課 白川村道 道路維持修繕業務委託(荻町地区) 荻町他地内 指名競争入札 土木一式工事 第一四半期 12ヶ月

飛騨 白川村 基盤整備課 白川村道 道路維持修繕業務委託(大郷・北部地区) 鳩谷他地内 指名競争入札 土木一式工事 第一四半期 12ヶ月

飛騨 白川村 基盤整備課 村道木谷稗田線舗装補修工事 長瀬地内 指名競争入札 舗装工事 第一四半期 6ヶ月

飛騨 白川村 基盤整備課 村道平瀬駐在所線改良工事 平瀬地内 指名競争入札 土木一式工事 第一四半期 6ヶ月

飛騨 白川村 基盤整備課 村道鳩谷馬狩線ガードレール補修工事 馬狩地内 指名競争入札 土木一式工事 第一四半期 5ヶ月

飛騨 白川村 教育委員会 中島グラウンドナイター照明改修工事 中島グラウンド 指名競争入札 電気工事 第一四半期 1ヶ月

飛騨 白川村 教育委員会 白川児童公園遊具設置工事 白川児童公園 指名競争入札 土木一式工事 第一四半期 1ヶ月

飛騨 白川村 基盤整備課 林道飯島線舗装工事 野谷地内 指名競争入札 舗装工事 第二四半期 5ヶ月

飛騨 白川村 基盤整備課 白山林道法面改良工事 馬狩、飯島地内 指名競争入札 とび・土工工事 第二四半期 6ヶ月

飛騨 白川村 基盤整備課 村道鳩谷馬狩線落石防護柵設置工事 鳩谷地内 指名競争入札 土木一式工事 第二四半期 6ヶ月

飛騨 白川村 総務課 旧平瀬診療所医師住宅解体工事 平瀬地内 指名競争入札 土木一式工事 第二四半期 6ヶ月

飛騨 白川村 総務課 稗田地区使用不能消火栓・小屋撤去工事 長瀬地内 指名競争入札 水道施設工事 第二四半期 5ヶ月
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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5年5月15日現在

【飛騨地区の発注見通し】

※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

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨 白川村 総務課 和田宅前防火水槽撤去工事 荻町地内 指名競争入札 土木一式工事 第二四半期 5ヶ月

飛騨 白川村 観光振興課 旧白川小学校解体工事 鳩谷地内 指名競争入札 土木一式工事 第二四半期 9ヶ月

飛騨 白川村 観光振興課 平瀬キャンプサイトテニスコート撤去工事 平瀬地内 指名競争入札 土木一式工事 第二四半期 3ヶ月

飛騨 飛騨市 環境課 北吉城クリーンセンター給水ポンプ修繕工事 神岡町吉ヶ原 指名競争 管 令和5年4月 180日間 給水ポンプ修繕　１式

飛騨 飛騨市 建設課 市道菅沼ニコイ線道路防災工事 宮川町種蔵 指名競争 土木一式 令和5年4月 165 法面工事　N=1式

飛騨 飛騨市 建設課 市道麻生野一本松線道路改良工事 神岡町麻生野 指名競争 土木一式 令和5年4月 180 道路改良工事　L=100m

飛騨 飛騨市 建設課 市道上山田～防災ダム線舗装修繕工事 神岡町山田 指名競争 ほ装 令和5年4月 90 舗装工事　L=65m

飛騨 飛騨市 都市整備課
古川町総合保健福祉センター　地下貯水槽給水ポン
プ更新工事

古川町若宮 指名競争 管 令和5年4月 270 加圧給水ポンプ更新工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 古川町総合保健福祉センター　女子トイレ改修工事 古川町若宮 指名競争 管 令和5年4月 270 トイレ改修工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 飛騨市リサイクルセンターアルミ庇取付等工事 古川町谷 指名競争 建築一式 令和5年4月 150 アルミ庇等取付工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 飛騨市民病院GHPエアコン室外機更新工事 神岡町東町 指名競争 管 令和5年4月 240 GHPエアコン室外機更新工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 古川消防署庁舎屋根防水シート改修工事 古川町高野 指名競争 建築一式 令和5年4月 240 防水シート改修工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 河合町小無雁器具庫施設除去工事 河合町小無雁 指名競争 建築一式 令和5年4月 150 消防器具庫取壊し工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 建設課 市単林道事業　大谷線舗装修繕工事 宮川町打保 指名競争 舗装 令和5年5月 80 A=200㎡　舗装工

飛騨 飛騨市 建設課 市道古川大橋線街路樹撤去工事 古川町上野 指名競争 土木一式 令和5年5月 165 街路樹徹去工事　N=17本

飛騨 飛騨市 建設課 市道蟻川～栄線側溝改良工事 神岡町船津 指名競争 土木一式 令和5年5月 135 側溝改良工事　L=120m

飛騨 飛騨市 建設課 市道桑野1号線側溝改良工事 宮川町桑野 指名競争 土木一式 令和5年5月 110 側溝改良工事　L=110m

飛騨 飛騨市 建設課 市道高野スキー場線道路改良工事 古川町高野 指名競争 土木一式 令和5年5月 290 道路改良工事　L=240m

飛騨 飛騨市 建設課 市道大明神・下川原線側溝修繕工事 河合町角川 指名競争 土木一式 令和5年5月 90 側溝修繕工事　L=9m

飛騨 飛騨市 建設課 市道河合スキー場線舗装修繕工事 河合町稲越 指名競争 土木一式 令和5年5月 90 舗装修繕工事　L=70m

飛騨 飛騨市 水道課 古川浄化センター計画対象設備改築更新（２）工事 古川町杉崎 指名競争 電気 令和5年5月 240 No.1汚泥貯留ﾀﾝｸ撹拌ﾌﾞﾛﾜ・現場操作盤更新等 1式

飛騨 飛騨市 水道課 管渠整備第R5-11工区工事 神岡町梨ケ根 指名競争 土木一式 令和5年5月 190 施工延長　L=259.5m

飛騨 飛騨市 水道課
杉原地内配水管仮設工事（市道杉原～小豆沢線かせ
が花谷橋架替工事関連）

宮川町杉原 指名競争 水道 令和5年5月 150 配水管布設替　L=64m

飛騨 飛騨市 環境課
みずほクリーンセンター下水道汚泥焼却施設給気ファ
ン修繕工事

宮川町三川原 指名競争 管 令和5年5月 60 給気ファン更新　N＝1台

飛騨 飛騨市 都市整備課 坂巻公園休憩所修繕工事 神岡町殿 指名競争 土木一式 令和5年5月 80 タイル修繕　A=126m2

飛騨 飛騨市 都市整備課 杉崎公園駐車場舗装整備工事 古川町杉崎 指名競争 舗装 令和5年5月 110 駐車場舗装工　A=1900m2

飛騨 飛騨市 都市整備課 嵯峨山公園幼児遊具導入工事 古川町幸栄町 指名競争 土木一式 令和5年5月 70 すべり台　N=1基

飛騨 飛騨市 都市整備課 市道壱之町線無電柱化通信線移設工事 古川町壱之町 指名競争 電気 令和5年5月 90 通信線移設　L=600m

飛騨 飛騨市 都市整備課 本庁舎LED照明工事 古川町本町 指名競争 電気 令和5年5月 210 照明器具LED化工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 神岡振興事務所防火防炎ダンパー修繕工事 神岡町東町 指名競争 電気 令和5年5月 120 防火望遠ダンパー修繕工事　Ｎ＝9台
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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5年5月15日現在

【飛騨地区の発注見通し】

※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

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨 飛騨市 都市整備課
古川小学校プールろ過機整備（ろ材取替）及びろ過装
置消耗品取替修繕工事

古川町片原町 指名競争 管 令和5年5月 60 ろ過装置更新工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 神岡小学校　各教室及び廊下の床他修繕工事 神岡町船津 指名競争 建築一式 令和5年5月 330 内装改修工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 古川町公民館排煙窓改修工事 古川町若宮 指名競争 建築一式 令和5年5月 120 排煙窓改修工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 稲越健康管理センタートイレ改修工事 河合町稲越 指名競争 管 令和5年5月 120 トイレ等改修工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 黒内屋内運動場トイレ改修工事 古川町黒内 指名競争 管 令和5年5月 150 トイレ等改修工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 サンアルプ旭Ｆ・Ｇ棟屋根塗装改修工事 神岡町殿 指名競争 建築一式 令和5年5月 120 屋根塗装改修工事　Ｎ＝2棟

飛騨 飛騨市 都市整備課 サンアルプ旭Ｂ棟エレベーター改修工事 神岡町殿 指名競争 管 令和5年5月 150 エレベーター改修工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 サンアルプ旭Ｃ棟電気温水器取替工事 神岡町殿 指名競争 管 令和5年5月 120 電気温水器取替工事　Ｎ＝24台

飛騨 飛騨市 環境課 松ヶ瀬最終処分場ブロワー・配管修繕工事 神岡町麻生野 指名競争 管 令和5年6月 120日間 調整槽等ブロワー交換　１台、調整槽配管修繕　１式

飛騨 飛騨市 環境課
みずほクリーンセンター下水道汚泥焼却施設計装設
備点検整備工事

宮川町三川原 指名競争 電気 令和5年6月 120 計装機器点検整備　一式

飛騨 飛騨市 建設課 林道和佐府線防護柵修繕工事 神岡町和佐府 指名競争 土木一式 令和5年6月 110 L=900m　ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ補修工

飛騨 飛騨市 建設課 市道信包黒内線道路修繕工事 古川町黒内 指名競争 土木一式 令和5年6月 95 道路修繕工事L=40m

飛騨 飛騨市 建設課 市道上金森町線側溝改良工事 古川町殿町 指名競争 土木一式 令和5年6月 165 側溝改良工事　L=100m

飛騨 飛騨市 建設課 朝川原2号線橋梁補修工事 河合町新名 指名競争 土木一式 令和5年6月 120 橋梁補修工事　N=1橋

飛騨 飛騨市 建設課 市道三川原5号線舗装修繕工事 宮川町三川原 指名競争 舗装 令和5年6月 90 舗装修繕工事　L=200m

飛騨 飛騨市 建設課 市道黒内29号線舗装修繕工事 古川町黒内 指名競争 舗装 令和5年6月 95 舗装修繕工事　L=290m

飛騨 飛騨市 建設課 市道江馬～坂富線舗装修繕工事 神岡町江馬 指名競争 舗装 令和5年6月 95 舗装修繕工事　L=70m

飛騨 飛騨市 建設課 山田川護岸修繕工事 神岡町柏原 指名競争 土木一式 令和5年6月 150 護岸工事　L=20m

飛騨 飛騨市 建設課 小糸洞谷護岸修繕工事 神岡町和佐保 指名競争 土木一式 令和5年6月 105 護岸工事　L=10m

飛騨 飛騨市 建設課 荒木谷護岸修繕工事 神岡町小萱 指名競争 土木一式 令和5年6月 105 護岸工事　L=10m

飛騨 飛騨市 水道課 古川処理区重要幹線等耐震化（３）工事 古川町弐之町他 指名競争 土木一式 令和5年6月 180 管口耐震化　φ350～800　N=44箇所

飛騨 飛騨市 水道課 船津処理区重要幹線等耐震化（１）工事 神岡町東町 指名競争 土木一式 令和5年6月 160 管口耐震化　φ400～600　N=24箇所

飛騨 飛騨市 水道課 マンホールトイレシステム整備（２）工事 神岡町東町他 指名競争 土木一式 令和5年6月 200 ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚｼｽﾃﾑ設置 N=5箇所

飛騨 飛騨市 水道課 管渠整備第R5-12工区工事 神岡町梨ケ根 指名競争 土木一式 令和5年6月 70 施工延長　L=13m

飛騨 飛騨市 水道課 管渠整備第R5-13工区工事 神岡町梨ケ根 指名競争 土木一式 令和5年6月 145 施工延長　L=192.9m

飛騨 飛騨市 水道課 舗装復旧工事 神岡町寺林他 指名競争 舗装 令和5年6月 125 A=2070m2

飛騨 飛騨市 水道課 寺林地内宅内ポンプﾟ設置工事 神岡町寺林 指名競争 電気 令和5年6月 145 宅内ポンプ設置　N=1箇所

飛騨 飛騨市 水道課 マンホール高嵩上工事 神岡町梨ケ根他 指名競争 土木一式 令和5年6月 145 ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整　N=25箇所

飛騨 飛騨市 水道課
平岩地内配水管布設替工事（県道古川清見線工事関
連）

古川町平岩 指名競争 水道 令和5年6月 150 配水管布設替　L=51m

飛騨 飛騨市 水道課 高野配水池更新工事（送配水管布設） 古川町高野 指名競争 水道 令和5年6月 190 送配水管布設替　L=381m
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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5年5月15日現在

【飛騨地区の発注見通し】

※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

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨 飛騨市 環境課
飛騨市リサイクルセンターペット・プラ容器圧縮設備点
検修繕工事

古川町谷 指名競争 電気 令和5年6月 90 ペットボトル・プラ製容器包装圧縮設備点検修繕　１式

飛騨 飛騨市 都市整備課 杉崎公園駐車場整備工事 古川町杉崎 指名競争 土木一式 令和5年6月 95 園路整備、駐車場整備　N=1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 古川駅前広場縁石改修工事 古川町金森町 指名競争 土木一式 令和5年6月 70 縁石改修　L=40m

飛騨 飛騨市 都市整備課 飛騨まんが王国各所排煙窓装置他修繕工事 宮川町杉原 指名競争 建築一式 令和5年6月 150 排煙窓等改修工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 ひだ流葉スキー場不要建屋解体工事 神岡町伏方 指名競争 建築一式 令和5年6月 150 解体工事　Ｎ＝2棟

飛騨 飛騨市 都市整備課 山之村キャンプ場不要建屋解体工事 神岡町森茂 指名競争 建築一式 令和5年6月 150 解体工事　Ｎ＝2棟

飛騨 飛騨市 都市整備課
飛騨市老人福祉センター割石温泉　案内立て看板撤
去

神岡町吉ヶ原 指名競争 建築一式 令和5年6月 90 案内看板撤去工事　Ｎ＝1基

飛騨 飛騨市 都市整備課
飛騨市老人福祉センター割石温泉　フロント、廊下床・
壁修繕工事

神岡町吉ヶ原 指名競争 建築一式 令和5年6月 90 内装改修工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 宮城保育園トイレ改修工事 古川町栄 指名競争 管 令和5年6月 90 トイレ改修工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 神岡町数河地内防火水槽撤去工事 神岡町数河 指名競争 建築一式 令和5年6月 150 防火水槽撤去工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 水道課 高野井戸施設更新 古川町朝開町 指名競争 管 令和5年6月 150 井戸ポンプ更新N＝2基

飛騨 飛騨市 建設課 市単土地改良事業　黒淵水路側溝改良工事 河合町天生 指名競争 土木一式 令和5年7月 85 L=65m　水路工

飛騨 飛騨市 建設課 市道誓願寺線側溝改良工事 古川町末広町 指名競争 土木一式 令和5年7月 135 側溝改良工事　L=65ｍ

飛騨 飛騨市 建設課 市道高田1号線側溝修繕工事 古川町向町 指名競争 土木一式 令和5年7月 135 側溝修繕工事　L=80m

飛騨 飛騨市 都市整備課 神岡町街区公園遊具更新工事 神岡町朝浦ほか 指名競争 土木一式 令和5年7月 95 ブランコ　N=1基　すべり台　N=1基

飛騨 飛騨市 都市整備課 古川町街区公園遊具更新工事 古川町向町ほか 指名競争 土木一式 令和5年7月 105 ブランコ　N=1基　すべり台　N=1基

飛騨 飛騨市 都市整備課 古川西小学校　垂直式救助袋移設工事 古川町杉崎 指名競争 建築一式 令和5年7月 60 サッシ等改修工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 都市整備課 飛騨市小学校ICT環境整備電子黒板設置工事 飛騨市 指名競争 電気 令和5年7月 60 電子黒板設置工事　1式

飛騨 飛騨市 建設課 市道二番町線側溝改良工事 古川町杉崎 指名競争 土木一式 令和5年8月 110 側溝改良工事　L=65m

飛騨 飛騨市 建設課 千歳橋橋梁補修工事 神岡町船津 指名競争 土木一式 令和5年8月 125 橋梁補修工事　N=1橋

飛騨 飛騨市 都市整備課 市道壱之町線無電柱化舗装工事 古川町壱之町 指名競争 舗装 令和5年8月 200 舗装工　A=3300m2

飛騨 飛騨市 都市整備課 飛騨市文化交流センター　井戸修繕工事 古川町若宮 指名競争 管 令和5年8月 120 消雪装置井戸ポンプ交換工事　Ｎ＝1式

飛騨 飛騨市 建設課 有家農道改良工事 河合町有家 指名競争 ほ装 令和5年8月 85 L=50m　舗装工

飛騨 飛騨市 建設課 太郎島水路土砂搬出工事 河合町元田 指名競争 土木一式 令和5年9月 85 土砂搬出　V=360m3

飛騨 飛騨市 建設課 市道宮城町2号線道路改良工事 古川町宮城町 指名競争 土木一式 令和5年9月 150 道路改良工事　L=50ｍ

飛騨 飛騨市 建設課 市道弐之町線側溝改良工事 古川町栄町 指名競争 土木一式 令和5年9月 110 側溝修繕工事　L=20ｍ

飛騨 飛騨市 建設課 市道杉原～小豆沢線道路改良工事 宮川町杉原 指名競争 土木一式 令和5年9月 280 道路改良　橋梁下部工　N=2基

飛騨 飛騨市 都市整備課 旧月ヶ瀬バス車庫除却工事 河合町月ヶ瀬 指名競争 建築一式 令和5年9月 120 解体工事　Ｎ＝1棟

飛騨 飛騨市 都市整備課 こぶしの家解体工事 神岡町船津 指名競争 建築一式 令和5年9月 120 解体工事　Ｎ＝1棟

飛騨 飛騨市 建設課 西頭首工改良工事 神岡町西 指名競争 土木一式 令和5年10月 90 頭首工改良　１式



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【飛騨地区の発注見通し】

※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

飛騨地区エリア ： 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

飛騨 飛騨市 建設課 林道森安～臼坂線水路改修工事 宮川町森安 指名競争 土木一式 令和5年10月 80 L=100ｍ　水路工

飛騨 飛騨市 都市整備課 増島児童公園トイレ洋式化改修工事 古川町増島町 指名競争 管 令和5年10月 60 洋式便器改修　N=2箇所

飛騨 飛騨市 環境課
みずほクリーンセンター下水道汚泥焼却施設空気圧
縮機点検整備工事

宮川町三川原 指名競争 管 令和5年12月 60 空気圧縮機点検整備　N＝2台

飛騨
林野庁中部森林管理

局
飛騨森林管理署 福地（オソブ谷上流）復旧治山工事 岐阜県高山市

一般競争入札
（総合評価）

治山工事 第1四半期 約8ヶ月 渓間工1.0基
4,000万円以上
2億円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
飛騨森林管理署 乗鞍（池之俣）復旧治山工事 岐阜県高山市

一般競争入札
（総合評価）

治山工事 第1四半期 約8ヶ月 渓間工1.0基
4,000万円以上
2億円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
飛騨森林管理署 野麦（脇谷）復旧治山工事 岐阜県高山市

一般競争入札
（総合評価）

治山工事 第1四半期 約8ヶ月
山腹工0.09ha
渓間工1.0基

4,000万円以上
2億円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
飛騨森林管理署 大白川（桂沼）復旧治山工事 岐阜県白川村

一般競争入札
（総合評価）

治山工事 第1四半期 約8ヶ月 山腹工0.30ha
4,000万円以上
2億円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
飛騨森林管理署 平湯（アシソ谷）復旧治山工事 岐阜県高山市

一般競争入札
（総合評価）

治山工事 第1四半期 約7ヶ月 渓間工1.0基
1,200万円以上
4,000万円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
飛騨森林管理署 穂高（穴毛谷）復旧治山工事 岐阜県高山市

一般競争入札
（総合評価）

治山工事 第1四半期 約7ヶ月 渓間工補修1.0基
1,200万円以上
4,000万円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
飛騨森林管理署 高山地区維持修繕工事 岐阜県高山市

一般競争入札
（総合評価）

治山工事 第1四半期 約5ヶ月 維持・改良 1,200万円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
飛騨森林管理署 久々野地区維持修繕工事 岐阜県高山市

一般競争入札
（価格競争）

治山工事 第1四半期 約5ヶ月 維持・改良 1,200万円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
飛騨森林管理署 古川地区維持修繕工事 岐阜県高山市

一般競争入札
（価格競争）

治山工事 第1四半期 約5ヶ月 維持・改良 1,200万円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
飛騨森林管理署 荘川地区維持修繕工事 岐阜県高山市

一般競争入札
（価格競争）

治山工事 第1四半期 約5ヶ月 維持・改良 1,200万円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
飛騨森林管理署 神岡地区維持修繕工事 岐阜県飛騨市

一般競争入札
（価格競争）

治山工事 第1四半期 約5ヶ月 維持・改良 1,200万円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
岐阜森林管理署 鹿山（観音滝左岸）復旧治山工事 岐阜県下呂市

一般競争入札
（総合評価）

治山工事 第1四半期 約10ヶ月 山腹工0.50ha
4,000万円以上
2億円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
岐阜森林管理署 菅田大柿林道改良工事 岐阜県七宗町

一般競争入札
（総合評価）

林道工事 第1四半期 約6ヶ月 改良・維持
1,200万円以上
4,000万円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
岐阜森林管理署 飛騨川流域北部林道維持修繕工事 岐阜県下呂市

一般競争入札
（総合評価）

林道工事 第1四半期 約6ヶ月 改良・維持 1,200万円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
岐阜森林管理署 飛騨川流域南部林道維持修繕工事 岐阜県七宗町

一般競争入札
（価格競争）

林道工事 第1四半期 約6ヶ月 改良・維持 1,200万円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
岐阜森林管理署 長良川流域北部林道維持修繕工事 岐阜県郡上市

一般競争入札
（価格競争）

林道工事 第1四半期 約6ヶ月 改良・維持 1,200万円未満

飛騨
林野庁中部森林管理

局
岐阜森林管理署 揖斐川流域林道維持修繕工事 岐阜県揖斐川町

一般競争入札
（価格競争）

林道工事 第1四半期 約6ヶ月 改良・維持 1,200万円未満


