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1 消防器具庫（河合町宮之脇、羽根、月ヶ瀬）解体工事 河合町地内 150日間 消防器具庫解体工事　Ｎ＝3棟 指名競争 令和3年4月 建築一式
2 森茂水道施設次亜注入制御設備更新工事 神岡町森茂 150日間 設備制御更新　1式 指名競争 令和3年4月 電気
3 市道堀田線側溝改良工事 古川町貴船町 135日間 側溝改良　L=160m 指名競争 令和3年4月 土木一式
4 阿曽布橋橋梁補修工事 神岡町東雲 150日間 橋梁補修　N=1橋 指名競争 令和3年4月 土木一式
5 飛騨市役所　本庁舎市長室等空調設備更新工事 古川町本町 90日間 空調設備入替工事　一式 指名競争 令和3年4月 管
6 釜崎社会体育館トイレ改修工事 神岡町弥生町 150日間 トイレ洋式化（簡易水洗）　一式 指名競争 令和3年4月 管
7 飛騨市文化交流センター空調換気扇給排気ダクト延長工事 古川町若宮二丁目 210日間 空調換気扇給排気ダクト改修工事　一式 指名競争 令和3年4月 管
8 飛騨市老人福祉センター割石温泉男女浴槽ろ過機ろ過材入替工事 神岡町割石 60日間 ろ過機ろ過材取替工事　一式 指名競争 令和3年4月 管
9 桜ヶ丘体育館玄関ポーチ外壁修繕工事 神岡町桜ヶ丘 150日間 外壁補修工事　一式 指名競争 令和3年4月 建築一式
10 森林公園既存施設（管理棟・宿泊棟・テニスコート場）解体工事 古川町信包 270日間 解体工事　一式 指名競争 令和3年4月 建築一式
11 管渠整備第R3-11工区工事 神岡町梨ケ根 240日間 施工延長　L=300m 指名競争 令和3年4月 土木一式
12 神岡消防署下水道接続工事（浄化槽廃止） 神岡町船津 90日間 下水道接続工事　一式 指名競争 令和3年5月 管
13 みんなのテレワークセンター整備工事 古川町殿町 90日間 内装改修工事　一式、２階エアコン工事　一式 指名競争 令和3年5月 建築一式
14 平岩地内配水管改良工事 古川町平岩 300日間 配水管改良　L=185m 指名競争 令和3年5月 水道
15 梨ケ根浄水場施設耐震設計業務 神岡町梨ケ根 280日間 耐震設計　1式 指名競争 令和3年5月 水道施設
16 下之本水道施設急速ろ過砂更新工事 神岡町下之本 160日間 ろ過砂更新　1式 指名競争 令和3年5月 水道施設
17 市道壱之町線無電柱化引込管路等整備工事（3工区） 古川町壱之町 315日間 整備区間延長　L=220m 指名競争 令和3年5月 電気
18 坂巻公園外灯改修工事 神岡町殿 80日間 外灯改修N=3基 指名競争 令和3年5月 土木一式
19 気多公園間伐等作業委託 古川町上気多 60日間 伐採工　N=1式 指名競争 令和3年5月 土木一式
20 気多公園整備工事 古川町上気多 100日間 東屋改修N=1棟、園路舗装N=1式 指名競争 令和3年5月 土木一式
21 市道壱之町線無電柱化本体管路整備工事（3工区） 古川町壱之町 315日間 整備延長　L=220m 指名競争 令和3年5月 土木一式
22 市道上野平岩線側溝改良工事 古川町上野 165日間 側溝改良　L=170m 指名競争 令和3年5月 土木一式
23 市道下気多17号線横断暗渠改良工事 古川町下気多 135日間 横断暗渠改良　N=1箇所 指名競争 令和3年5月 土木一式
24 市道壱之町線道路美装化整備工事 古川町壱之町 145日間 整備延長　L=140m 指名競争 令和3年5月 舗装
25 市道上気多・杉崎線舗装修繕工事 古川町若宮 110日間 舗装修繕　L=320m 指名競争 令和3年5月 舗装
26 神岡子育て支援センター　軒天修繕工事 神岡町東町 60日間 防水・軒天改修工事　一式 指名競争 令和3年5月 建築一式
27 平岩用水路工事 古川町平岩 125日間 水路工　L=30m 指名競争 令和3年5月 土木一式
28 林道大谷線改良工事 宮川町打保 150日間 道路改良　L=60m 指名競争 令和3年5月 土木一式
29 北吉城クリーンセンタープラント用水ポンプ他修繕工事 神岡町吉ヶ原 120日間 プラント用水ポンプ交換　１式、アルカリ循環ポンプ点検修繕　１式、酸循環ポンプ点検修繕 指名競争 令和3年6月 管
30 飛騨市クリーンセンターポンプ場・配水池水位計修繕工事 古川町谷 90日間 １号井水位計検出器交換　１式、投込式水位計交換　１式 指名競争 令和3年6月 管
31 東雲導水管布設替工事 神岡町東雲 280日間 導水管布設替 L=490ｍ 指名競争 令和3年6月 水道
32 神岡大橋添架管布設替工事 神岡町朝浦、殿 280日間 添架管布設替　L=94m　配水管布設替　L=167m 指名競争 令和3年6月 水道
33 朝浦地内配水管布設替工事 神岡町朝浦 280日間 配水管布設替　L=250m 指名競争 令和3年6月 水道
34 高野配水池更新詳細設計業務委託 古川町高野 270日間 配水池更新設計　1式 指名競争 令和3年6月 水道施設
35 吉城橋公園藤棚補修工事 古川町向町 60日間 藤棚修繕 N=１棟 指名競争 令和3年6月 土木一式
36 杉崎公園改修工事（1期分） 古川町杉崎 190日間 遊具撤去N=1式、乳幼児用遊具N=1基、幼児用遊具N=1基 指名競争 令和3年6月 土木一式
37 古川消防署駐車場舗装工事 古川町高野 90日間 舗装整備　A=700m2 指名競争 令和3年6月 舗装
38 千代の松原公民館防火戸他改修工事 古川町向町三丁目 30日間 防火戸他改修工事　一式 指名競争 令和3年6月 建築一式
39 古川町公民館自動火災報知機・非常防災アンプ改修工事 古川町若宮二丁目 30日間 自動火災報知機他更新　一式 指名競争 令和3年6月 電気
40 管渠整備第R3-12工区工事 神岡町寺林 180日間 施工延長　L=387m 指名競争 令和3年6月 土木一式
41 上野開田揚水ポンプ修繕工事 古川町黒内 135日間 ポンプ修繕　N=1基 指名競争 令和3年6月 土木一式
42 林道双六～瀬戸線舗装改良工事 神岡町下之本 120日間 舗装改良　L=180m 指名競争 令和3年6月 土木一式
43 市道臼坂線道路防災工事 河合町角川 165日間 道路防災　L=50m 指名競争 令和3年7月 とび・土工
44 市道小豆沢線道路防災工事 宮川町小豆沢 280日間 道路防災　L=34m 指名競争 令和3年7月 とび・土工
45 市道大岩平線側溝改良工事 神岡町森茂 150日間 側溝改良　L=230m 指名競争 令和3年7月 土木一式
46 市道上町34号線側溝改良工事 古川町上町 135日間 側溝改良　L=120m 指名競争 令和3年7月 土木一式
47 市道中野西ケ洞線道路改良工事 古川町中野 180日間 道路改良　L=90m 指名競争 令和3年7月 土木一式
48 市道谷下野線道路改良工事 古川町信包 135日間 道路改良　L=40m 指名競争 令和3年7月 土木一式
49 千歳橋橋梁補修工事 神岡町船津 135日間 橋梁補修　N=1橋 指名競争 令和3年7月 土木一式
50 菅沼ニコイ3号橋橋梁補修工事 宮川町菅沼 130日間 橋梁補修　N=1橋 指名競争 令和3年7月 土木一式
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51 市道弐之町線側溝改良工事 古川町下気多 150日間 側溝改良　L=120m 指名競争 令和3年7月 土木一式
52 市道杉崎2号線横断暗渠改良工事 古川町杉崎 135日間 横断暗渠改良　N=1箇所 指名競争 令和3年7月 土木一式
53 谷急傾斜地崩壊対策工事 古川町谷 165日間 擁壁工　L=15m 指名競争 令和3年7月 土木一式
54 市道太江39号線舗装修繕工事 古川町太江 95日間 舗装修繕　L=220m 指名競争 令和3年7月 舗装
55 市道御幣枠線舗装修繕工事 古川町向町 95日間 舗装修繕　L=120m 指名競争 令和3年7月 舗装
56 市道上村線舗装修繕工事 神岡町上村 95日間 舗装修繕　L=140m 指名競争 令和3年7月 舗装
57 市道第１割石線舗装修繕工事 神岡町割石 110日間 舗装修繕　L=350m 指名競争 令和3年7月 舗装
58 神岡振興事務所　高架水槽更新工事 神岡町東町 180日間 高架水槽更新工事　一式 指名競争 令和3年7月 管
59 神岡小学校大規模改修工事（第1工区） 神岡町船津 120日間 外壁・屋根等改修工事　一式 指名競争 令和3年7月 建築一式
60 飛騨市小中学校ICT環境整備電子黒板設置工事 飛騨市内 30日間 電子黒板設置工事　一式 指名競争 令和3年7月 電気
61 古川浄化センター改築更新（１）工事 古川町杉崎 200日間 No.3主ポンプ・現場操作盤更新 1式 指名競争 令和3年7月 電気
62 東雲宅内ポンプﾟ設置工事 神岡町東雲 150日間 宅内ポンプ設置　N=1箇所 指名競争 令和3年7月 電気
63 重要幹線等耐震化１工区工事 古川町杉崎 190日間 管口耐震化　φ600　N=57箇所 指名競争 令和3年7月 土木一式
64 袈裟丸用水路工事 古川町袈裟丸 125日間 ゲート設置　N=1箇所 指名競争 令和3年7月 土木一式
65 林道森安～万波線開設工事（万波工区） 宮川町万波 215日間 開設　L=100m 指名競争 令和3年7月 土木一式
66 みずほクリーンセンター下水道汚泥焼却施設計装設備・空気圧縮機点検整備工事 宮川町三川原 120日間 計装機器点検整備　１式、空気圧縮機点検整備　１式 指名競争 令和3年8月 電気
67 市道高野１７号線道路改良工事 古川町高野 180日間 道路改良　L=100m 指名競争 令和3年8月 土木一式
68 すぱーふる駐車場（思いやり区画含む）新設工事 古川町黒内 120日間 駐車場新設工事　一式 指名競争 令和3年8月 建築一式
69 林道安峰線法面改良工事 古川町太江 180日間 法面改良　L=120m 指名競争 令和3年8月 土木一式
70 林道森安～臼坂線改良工事 宮川町森安 150日間 法面改良　L=70m 指名競争 令和3年8月 土木一式
71 第31-12工区他関連舗装復旧工事 神岡町寺林 110日間 A=1670m3 指名競争 令和3年8月 舗装
72 寺林地内添架管布設替（Ｒ3－13工区下水道関連）工事 神岡町寺林 150日間 添架管布設替　L=20m　配水管布設替　L=65m 指名競争 令和3年9月 水道
73 普通河川湯峰川改良工事 古川町信包 180日間 河川改良　　N=1箇所 指名競争 令和3年9月 土木一式
74 飛騨市老人福祉センター割石温泉地下タンク漏洩防止処理工事 神岡町割石 60日間 地下燃料タンク電気防食設備工事　一式 指名競争 令和3年9月 管
75 飛騨市役所　西庁舎屋上防水塗装工事 古川町本町 120日間 防水塗装工事　一式 指名競争 令和3年9月 建築一式
76 管渠整備第R3-13工区工事 神岡町寺林 150日間 施工延長　L=86ｍ 指名競争 令和3年9月 土木一式
77 林道森安～万波線開設工事（森安工区） 宮川町森安 290日間 開設　L=200m 指名競争 令和3年9月 土木一式
78 林道灘見谷線法面改良工事 神岡町数河 110日間 法面改良　L=10m　A=200m2 指名競争 令和3年9月 土木一式
79 千代の松原公園トイレ増築工事 古川町向町 200日間 トイレ増築　N=1棟 指名競争 令和3年10月 建築一式
80 飛騨市リサイクルセンター間仕切カーテン他設置工事 古川町谷 60日間 内装工事　一式 指名競争 令和3年10月 建築一式
81 北吉城クリーンセンター改造工事 神岡町吉ヶ原 180日間 受入貯留槽防食塗装改修工事　一式 指名競争 令和3年10月 建築一式
82 坂巻公園広場等バリアフリー改修工事 神岡町殿 95日間 広場、園路、駐車場舗装工　N=3箇所 指名競争 令和3年10月 土木一式
83 山田防災ダム雑木伐採工事 神岡町山田 105日間 伐採工　A=15,000m2 指名競争 令和3年10月 土木一式
84 林道月ヶ瀬線ひかげやま橋橋梁補修工事 河合町月ヶ瀬 120日間 橋梁補修　L=7.8m　N=1式 指名競争 令和3年10月 土木一式
85 北吉城クリーンセンター浄化槽汚泥破砕装置点検修繕工事 神岡町吉ヶ原 120日間 浄化槽汚泥破砕装置点検修繕　1式 指名競争 令和3年11月 管
86 ハートピア古川空調設備改修工事（１期） 古川町若宮二丁目 150日間 空調設備改修工事（１期）　一式 指名競争 令和3年11月 管
87 市道壱之町線街路灯整備工事 古川町壱之町 95日間 街路灯更新　N=3基 指名競争 令和3年12月 電気
88 市道杉原～小豆沢線道路改良工事 宮川町杉原 200日間 道路改良　L=40m 指名競争 令和3年12月 土木一式
89 おゆう橋橋梁補修工事 神岡町山田 150日間 橋梁補修　N=1橋 指名競争 令和4年1月 土木一式
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1 千代の松原公園トイレ増築設計委託 古川町向町 150日間 トイレ増築設計　N=1棟 指名競争 令和3年4月 建築設計
2 鉱山資料館　耐震診断及び耐震補強策定業務委託 神岡町城ヶ丘 120日間 耐震診断、補強計画、実施設計　一式 指名競争 令和3年4月 建築設計
3 古川町屋内運動場新築に伴う基本実施設計業務委託 古川町信包 240日間 基本設計・実施設計・地質調査業務　一式、地質調査　一式 指名競争 令和3年4月 建築設計
4 飛騨市美術館改修工事設計業務委託 古川町若宮二丁目 210日間 設備設計　一式 指名競争 令和3年4月 建築設計
5 ハートピア古川空調設備改修設計業務委託 古川町若宮二丁目 270日間 設備設計　一式 指名競争 令和3年4月 建築設計
6 船津処理区管渠修正設計業務 神岡町梨ケ根他 240日間 管渠修正設計　L=550m 指名競争 令和3年4月 設計
7 市道杉原～小豆沢線道路改良測量設計 宮川町杉原 300日間 測量設計　L=50m 指名競争 令和3年5月 設計
8 高野配水池更新地質調査・造成設計・用地測量・立木補償業務委託 古川町高野 150日間 地質調査、造成設計、用地測量、立木補償調査　1式 指名競争 令和3年5月 測量
9 袈裟丸用水路用地測量業務 古川町袈裟丸 125日間 用地測量　N=1式 指名競争 令和3年5月 測量
10 橋梁点検診断業務 飛騨市内 120日間 橋梁点検　N=7橋 指名競争 令和3年5月 測量
11 林道森安～臼坂線測量設計委託業務 宮川町森安 90日間 測量設計　N=1式 指名競争 令和3年5月 測量
12 市道壱之町線街路灯詳細設計業務 古川町壱之町 180日間 街路灯更新　N=23基 指名競争 令和3年6月 設計
13 市道宮城町２号線道路改良測量設計 古川町宮城町 300日間 測量設計　L=250m 指名競争 令和3年6月 設計
14 市道菅沼～ニコイ線道路防災測量設計 宮川町菅沼 240日間 測量設計　L=40m 指名競争 令和3年6月 設計
15 市道袖川線道路防災測量設計 神岡町袖川 180日間 測量設計　L=30m 指名競争 令和3年6月 設計
16 市道上ケ島～兵良線道路防災測量設計 河合町上ケ島 180日間 測量設計　L=40m 指名競争 令和3年6月 設計
17 林道森安～万波線修正設計業務 宮川町森安 150日間 測量設計　N=1式 指名競争 令和3年6月 測量
18 市道上アソラ線道路改良測量設計 神岡町朝浦 240日間 測量設計　L=200m 指名競争 令和3年7月 設計
19 市道杉崎３０号線道路改良測量設計 古川町杉崎 300日間 測量設計　L=240m 指名競争 令和3年7月 設計
20 市道麻生野一本松線道路改良測量設計 神岡町麻生野 180日間 測量設計　L=50m 指名競争 令和3年7月 設計
21 市道中野中田線用地測量業務 古川町中野 150日間 用地測量　L=210m 指名競争 令和3年7月 測量
22 山田防災ダム定期点検及び循環式間隙水圧計バルブ更新 神岡町山田 90日間 ダム定期点検、バルブ更新　N=1式 指名競争 令和3年7月 測量

２　業務委託
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